塩釜商工会議所青年部のあゆみ
初代部長

昭和５８年

４月

菅原周二

塩釜商工会議所青年部設立総会 菅原周二部長
総務・広報・地域経済・経営・事業渉外委員会でスタート

８月

第３６回塩竈みなと祭参加協力及び出店協力
１０年ぶりに「ミスみなと」復活！
第１回塩竈甚句コンクール・花火募金スタート

１０月
昭和５９年

８月

第２回しおがま市民まつり主催
第３７回塩竈みなと祭参加協力及び出店協力
鹽竈オリジナルＴシャツ販売スタート

昭和６０年

９月

東北・北海道ブロック運営研究会主管(宮城県塩竈市)

４月

第３回しおがま市民まつり主催
「花まつり」と同時開催(４月第４日曜日)となる

５月

小冊子「まつり」発行(事業渉外委員会)

８月

第３８回塩竈みなと祭参加協力及び出店協力

１１月
第二代部長

昭和６１年

相澤勝喜

ＴＢＣラジオ「塩釜みなとナウ」スタート

３月

塩釜市青年三団体連絡協議会に氏子青年会を加え「祭について語る」

４月

第４回しおがま市民まつり主催(本町・本塩釜駅前周辺)
新たに本塩釜駅前を会場に工場フェアを同時開催

８月

第３９回塩竈みなと祭参加協力及び出店協力
８月５日豪雨の為、おまつり広場と花火の日程を変更
塩竈太鼓「鴉天狗」登場！

第三代部長

昭和６２年

４月

丹野 忠

第５回しおがま市民まつり主催
通行手形・野菜のつかみ取り・太巻き早食い等

６月

ようこそ塩釜へ！道案内キャンペーンスタート
第４０回塩竈みなと祭参加協力及び出店協力
ＪＣ(パレード)・水青連(花火)・青年部(おまつり広場)
役割分担制で実施

１０月

ＴＢＣラジオ「塩釜みなとナウ」終了
２年間に亘り１０４回の放送をもって終了する

第四代部長
岩崎進作

昭和６３年

４月

第６回しおがま市民まつり主催
本塩釜駅前通り一本化で実施、１万点ショッキングバザー
寿司の早食い競争が初登場！

８月

第４１回塩竈みなと祭参加協力及び出店協力
青年部会報「快汗」第１号発行(広報委員会)
設立５周年記念カフス配布・本塩釜駅前フラワーポット設置

９月
１２月
平成元年

門前まちづくりフォーラム 実行委員会を設立
鹽竈絵図発行(発行２，０００部)

３月

共通商品券アンケート実施(特別事業委員会)

４月

第７回しおがま市民まつり主催
東根温泉組合との交流・「芭蕉と浄瑠璃芝居小屋」が登場

５月

一億円フォーラム(塩釜市三団体連絡協議会主催)

７月

鹽竈ロゴマーク使用規定(広報委員会)
統一イメージ商品(セロテープ)アンケート

８月

第４２回塩竈みなと祭参加協力及び出店協力
会場となった千賀の浦緑地にイルミネーション大鳥居登場

１０月
平成２年

鹽竈ロゴ入りセロテープ商品化(企画渉外委員会)

１月

東京ドームふるさとフェア 塩竈太鼓「鴉天狗」出演

２月

ひがしね「雪まつり大会」協賛協力(山形県東根市)

４月

第８回しおがま市民まつり主催
おまつりゴールドカード・開運手形・ゲームラリー等が登場

６月

塩釜市商業協同組合設立総会

７月

塩釜市共通商品券発行

８月

全国高等学校総合体育大会(インターハイ)歓迎協力
会場マップ製作提供・鹽竈スポーツタオル企画製作販売等
第４３回塩竈みなと祭参加協力及び出店協力
「よしこの鹽竈」を前面に出して、炎天下でのイベント実施

第五代会長

平成３年

西村勝男

２月

ひがしね「雪まつり大会」協賛協力(山形県東根市)

４月

第９回しおがま市民まつり主催
１万点バザー・うなぎのつかみ取り等

８月

第４４回塩竈みなと祭参加協力及び出店協力
イルミネーション増設・北浜大通りをパレード、３日間のお祭りとなる

平成４年

１０月

塩竈市「花と緑の日」出店協力(伊保石公園)

１１月

塩竈市市制施行５０周年市民祝賀の集い協力(塩竈市体育館)

２月

ひがしね「雪まつり大会」協賛協力(山形県東根市)

４月

第１０回しおがま市民まつり主催
ジャスコ塩釜店第６駐車場と千賀の浦緑地にて実施
日本一のジャンボ笹かまぼこ作りに挑戦！

７月

青年部設立１０周年記念「林 英哲 和太鼓コンサート」
鹽竈神社境内にて観衆１，３５０名

８月

第４５回塩竈みなと祭陸上部会担当及び踊り参加協力
北浜大通りをパレード・広場を北浜汐見通りに移動

９月
１０月

全国ファミリーフィッシングフェスティバルin塩釜 協力
塩釜商工会議所青年部設立１０周年記念式典
インポートフェアin塩釜’９２ 共催
本塩釜駅前広場・ジャスコ駐車場・千賀の浦緑地の会場
ワールドメッセージ広場・パラダイス＆グルメ広場
ワールドキャンプ体験コーナーを展開(企画運営)

平成５年

１月

塩釜商工会議所新年祝賀会 抹茶接待協力

２月

ひがしね「雪まつり大会」協賛協力(山形県東根市)

４月

第１１回しおがま市民まつり主催

第六代会長

「仙台フィルハーモニーオーケストラコンサート」開催

齋藤義晴

６月

新入会員オリエンテーション

８月

第４６回塩竈みなと祭陸上部会担当及び踊り参加協力

１０月

竹駒神社「奉祝祭」参加協力
塩竈市「花と緑の日」出店協力

１１月

水青連主催「水産博どっと祭」出店協力
第１３回商工会議所青年部全国大会(三重県津市)
志波彦神社・鹽竈神社「初穂曳」参加協力
映画「紅の豚」上映

平成６年

２月

ひがしね「雪まつり大会」協賛協力(山形県東根市)

４月

第１２回しおがま市民まつり主催

８月

第４７回塩竈みなと祭陸上部会担当及び踊り参加協力
新入会員オリエンテーション

１０月

塩竈市「花と緑の日」出店協力
第１３回商工会議所青年部東北ブロック大会(山形県山形市)
家族ボウリング大会

１１月

水青連主催「水産博どっと祭」出店協力
志波彦神社・鹽竈神社主催「第３回初穂曳き」参加協力
第１４回商工会議所青年部全国大会(長崎県長崎市)

１２月
平成７年

全国大会誘致プレゼンテーション

２月

ひがしね「雪まつり大会」協賛協力(山形県東根市)

第七代会長

４月

第１３回しおがま市民まつり主催

岩金徹

８月

第４８回塩竈みなと祭陸上部会担当及び踊り参加協力

家族親睦会「サンセット・クルーズ」
９月
１０月

新入会員オリエンテーション
塩竈市「花と緑の日」出店協力
「インポートフェアin塩釜’９２」参加協力
第１４回商工会議所青年部東北ブロック大会(青森県八戸市)

１１月
平成８年

２月

第１５回商工会議所青年部全国大会
地域連携軸東北ウエストライン松島会議（宮城県松島市）
ひがしね「雪まつり大会」協賛協力(山形県東根市)

４月

第１４回しおがま市民まつり主催

８月

第４９回塩竈みなと祭陸上部会担当及び踊り参加協力
家族親睦会「桂島海水浴」

９月

「塩竈市高齢者敬老の集い」出店協力
新入会員オリエンテーション
第１５回商工会議所青年部東北ブロック大会(福島県会津若松市)

１０月

塩竈市「花と緑の日」出店協力
塩釜商工会議所創立５０周年記念式典への協力

１１月

地域連携軸東北ウエストライン気仙沼会議（宮城県気仙沼市）
第１６回商工会議所青年部全国大会(奈良県奈良市)

平成９年

２月

ひがしね「雪まつり大会」協賛協力(山形県東根市)

第八代会長

４月

第１５回しおがま市民まつり主催

佐藤博之

６月

家族親睦会「さくらんぼ狩り」

８月

第５０回塩竈みなと祭陸上部会担当及び踊り参加協力

１０月

第１６回商工会議所青年部東北ブロック大会(宮城県古川市)
第２３回塩竈市「花と緑の日」出店協力

１１月
平成１０年

第１７回商工会議所青年部全国大会(静岡県掛川市)

２月

ひがしね「雪まつり大会」協賛協力(山形県東根市)

３月

セミナー「有効な資金繰りのポイントと効果的な銀行取引」
講師／ケーベルマネジメント研究所 小出 康之氏
塩釜寿しマップ製作(特別事業委員会)

４月

第１６回しおがま市民まつり主催

７月

新入会員オリエンテーション

８月

第５１回塩竈みなと祭陸上部会担当及び踊り参加協力
家族親睦会「野外バーベキュー大会」(宮城県松島市)

１０月

第２４回塩竈市「花と緑の日」出店協力
第１７回商工会議所青年部東北ブロック大会(岩手県北上市)

１１月

第１８回商工会議所青年部全国大会(青森県青森市)

塩竈市長を囲んでの懇親会
平成１１年

２月

設立１５周年記念講演会「今 青年経済人に必要なもの」
講師／ジャスコ㈱代表取締役会長 岡田 卓也氏
ひがしね「雪まつり大会」協賛協力(山形県東根市)

第九代会長

４月

第１７回しおがま市民まつり主催

遠藤勝一

７月

新入会員オリエンテーション

８月

第５２回塩竈みなと祭陸上部会担当及び踊り参加協力
家族親睦会「サンセットクルーズ」

１０月

第２５回塩竈市「花と緑の日」出店協力
第１８回商工会議所青年部東北ブロック大会(秋田県湯沢市)

１１月

第１９回商工会議所青年部全国大会(新潟県新潟市)
パソコン講習会

１２月

イルミネーション企画運営
「エンジェル ウインク」スタート

平成１２年

２月

新入会員オリエンテーション
ひがしね「雪まつり大会」協賛協力(山形県東根市)

４月

第１８回しおがま市民まつり主催

７月

新入会員オリエンテーション

８月

第５３回塩竈みなと祭陸上部会担当及び踊り参加協力

９月

第１９回商工会議所青年部東北ブロック大会(山形県米沢市)

１０月

第２６回塩竈市「花と緑の日」出店協力

１１月

第２０回商工会議所青年部全国大会(鹿児島県鹿児島市)

１２月

イルミネーション企画運営
「エンジェル ウインク」(マリンゲート塩釜)

平成１３年

１月

マリンＳチャウダー カウントダウンチャリティー(本塩釜駅前)

２月

ひがしね「雪まつり大会」協賛協力(山形県東根市)

第十代会長

４月

第１９回しおがま市民まつり主催

石井保吉

６月

第１回ベストカップルチャレンジカップ「カレイ釣りダービー」

８月

第５４回塩竈みなと祭陸上部会担当及び踊り参加協力

９月

第２０回商工会議所青年部東北ブロック弘前大会(青森県弘前市)

１０月

第２７回塩竈市「花と緑の日」出店協力
新入会員オリエンテーション

１１月

第２０回商工会議所青年部全国大会 小田原・箱根大会

１２月

イルミネーション企画運営
「エンジェル ウインク」(マリンゲート塩釜)

平成１４年

１月

マリンＳチャウダー カウントダウンチャリティー(本塩釜駅前)

２月

塩竈観光物産協会「塩竈の醍醐味！」参加協力(マリンゲート塩釜)

４月

第２０回しおがま市民まつり主催「日本一のジャンボ鉄火巻き」に挑戦

８月

第５５回塩竈みなと祭陸上部会担当及び踊り参加協力
「第６回塩竈甚句全国大会」主催

９月

新入会員オリエンテーション

１０月

第２８回塩竈市「花と緑の日」出店協力

１１月

塩釜商工会議所青年部設立２０周年記念式典(ホテルグランドパレス)
国際インターネットコミュニケーションin塩釜

１２月

イルミネーション企画運営「エンジェル ウインク」
山寺宏一凱旋ライブ あなたとのアテレコトルネード
塩釜商工会議所青年部設立２０周年記念式典
記念講演「２１世紀 生き残る企業の経営革新」
講師／㈱アドバンテスト 代表取締役 大浦 博 氏
記念ビデオ製作「塩竈の四季」

平成１５年

１月

マリンＳチャウダー カウントダウンチャリティー(マリンゲート塩釜)

２月

塩竈観光物産協会「塩竈の醍醐味！」参加協力(マリンゲート塩釜)

４月

第２１回しおがま市民まつり主催

第十一代会長

５月

「春の交通安全県民総ぐるみ運動」イベント出店協力(宮城県松島市)

伊藤栄明

７月

新入会員オリエンテーション

８月

第５６回塩竈みなと祭陸上部会広場担当及び陸上パレード

９月

全国商工会議所青年部連合会第２２回東北ブロック大会気仙沼大会

１０月

第２９回塩竈市「花と緑の日」出店協力
塩竈市子ども育成連合会創立３０周年記念事業
「塩竈っ子まつり」出店協力

１１月

全国商工会議所青年部連合会第２３回全国大会米子大会

１２月

イルミネーション企画運営「エンジェル ウインク」
しほがま史跡めぐり(野田の玉川、母子石など)

平成１６年

１月

マリンＳチャウダー カウントダウンチャリティー(マリンゲート塩釜)

４月

下馬春日線立体交差点見学会チャリティー出店
第２２回しおがま市民まつり主催

第十二代会長

５月

齋藤淳一

東北ブロック商工会議所青年部連合会平成１６年度定期総会
古川八百屋市４００年祭出店

８月

第５７回塩竈みなと祭陸上部会広場担当及び陸上パレード
陸上パレードにて青年部製作の陸上御座船初登場
全国商工会議所青年部連合会第２３回東北ブロック大会大船渡大会

１０月

古川商工会議所青年部主催「ふるかわ夕市」出店協力

１１月

新入会員オリエンテーション
全国商工会議所青年部連合会第２４回全国大会北海道大会

１２月
平成１７年

イルミネーション「エンジェル ウインク」企画運営

１月

大晦日チャリティーイベント出店

２月

移動定例会「下駄も鳴子」の視察及び現地観光協会との懇談

４月

第２３回しおがま市民まつり主催

５月

仙台商工会議所青年部主催「仙台物産交流市」出店協力

７月

全国商工会議所青年部連合会第２５回全国大会愛知大会
第５８回塩竈みなと祭陸上部会広場担当及び陸上パレード
しおがま・杜とさかなの夢大使選出

８月

塩釜商工会議所共催中小企業会計啓発・普及セミナー

９月

全国商工会議所青年部連合会第２４回東北ブロック大会能代大会

１０月

女性会共催「コーチングセミナー」

１２月

クリスマスイルミネーション「エンジェル ウインク」設置協力(マリンゲート)
塩釜市青年四団体連絡協議会主催大晦日イベント出店協力(本塩釜駅)

平成１８年

２月

全国商工会議所青年部連合会 第２３回会長研修会(石川県登別市)
移動定例会「みちのく食の蔵 醸室」
「下駄も鳴子」の視察及び現地観光協会との懇談

３月

新入会員オリエンテーション

４月

第２４回しおがま市民まつり主催

第十三代会長

５月

仙台商工会議所青年部主催「仙台物産交流市」出店協力

鈴木成久

７月

第５９回塩竈みなと祭陸上部会広場担当及び陸上パレード
しおがま・杜とさかなの夢大使選出

９月

日本商工会議所青年部第２５回東北ブロック大会酒田大会

１０月

大崎市誕生祭古川商工会議所青年部主催なべ合戦参加

１１月

日本商工会議所青年部第２６回全国大会大分大会(大分県大分市)

１２月

クリスマスイルミネーション「エンジェル ウインク」設置協力
新入会員オリエンテーション
塩釜市青年四団体連絡協議会主催大晦日イベント出店協力(本塩釜駅)

平成１９年

２月

移動定例会「新澤醸造店：伯楽星」「まちづくり株式会社」等との懇談

４月

第２５回しおがま市民まつり主催
なべ合戦開催(宮城県塩竈市)

５月

仙台商工会議所青年部主催「仙台物産交流市」出店協力

７月

第６０回塩竈みなと祭広場担当
２５周年記念事業「出張！なんでも鑑定団in塩竈」開催

９月

塩釜商工会議所青年部設立２５周年記念式典

日本商工会議所青年部
第２６回東北ブロック大会八戸大会（青森県八戸市）
１１月

日本商工会議所青年部
第２７回全国大会千葉大会（千葉県千葉市）

平成２０年

１２月

塩釜市青年四団体連絡協議会主催大晦日イベント出店（本塩釜駅前）

２月

全国商工会議所青年部連合会 第２５回会長研修会（長崎県長崎市）
移動定例会「作並(NIKKA宮城峡蒸留所)」の見学、先進地視察

４月

第２６回しおがま市民まつり主催

第十四代会長

５月

仙台商工会議所青年部主催「仙台物産交流市」出店協力

土井仁

７月

第６１回塩竈みなと祭広場担当及び陸上パレード参加

９月

日本商工会議所青年部
第２７回東北ブロック大会須賀川大会（福島県須賀川市）

１０月

大崎市誕生祭古川商工会議所青年部主催なべ合戦参加
気仙沼ＹＥＧ主催「宮城を食い尽くせ！七輪広場」出店協力

１１月

日本商工会議所青年部
第２８回全国大会大津大会（滋賀県大津市）

１２月
平成２１年

塩釜市青年四団体連絡協議会主催大晦日イベント出店（本塩釜駅前）

２月

移動定例会 「みちのく三陸だてもん市場」の研修及び先進地視察

４月

新入会員オリエンテーション
第２７回しおがま市民まつり主催

第十五代会長

５月

仙台商工会議所青年部主催「仙台物産交流市」出店協力

横田善光

７月

第６２回塩竈みなと祭広場担当及び陸上パレード参加
石巻商工会議所青年部主管「石巻川開き祭前夜祭」出店協力

９月

日本商工会議所青年部
第２８回東北ブロック大会仙台大会（宮城県仙台市）

１０月

白石商工会議所青年部主催「レトロフェスタ＆鍋食べまくり」出店協力
大崎市誕生祭古川商工会議所青年部主催なべ合戦参加
気仙沼商工会議所青年部主催「宮城を食い尽くせ！七輪広場」出店協力

平成２２年

３月

日本商工会議所青年部
第２９回全国大会えひめ松山大会（愛媛県松山市）
まちづくり視察（高知県馬路村）

４月

第２８回しおがま市民まつり主催

第十六代会長

５月

仙台商工会議所青年部主催「仙台物産交流市」出店協力

佐藤武久

７月

第６３回塩竈みなと祭広場担当及び陸上パレード参加
石巻商工会議所青年部主管「石巻川開き祭前夜祭」出店協力

９月

日本商工会議所青年部

第２９回東北ブロック大会奥州大会（岩手県奥州市）
１０月

白石商工会議所青年部主催「レトロフェスタ＆鍋食べまくり」出店協力
大崎市誕生祭古川商工会議所青年部主催なべ合戦参加
気仙沼商工会議所青年部主催「宮城を食い尽くせ！七輪広場」出店協力

平成２３年

２月

日本商工会議所青年部
第３０回全国大会みやぎ・仙台大会（宮城県仙台市）
「第一分科会」～歴史と美味・美景に触れる夢海道巡り～（塩釜市）

３月

東日本大震災発生

４月

東日本大震災に伴う炊き出し活動・救援物資配布活動

第十七代会長

７月

第６４回塩竈みなと祭広場担当

菊地良仁

９月

日本商工会議所青年部
第３０回東北ブロック大会青森大会（青森県青森市）
塩釜商工会議所「産業福幸市」出店協力
新入会員オリエンテーション

平成２４年

１０月

古川商工会議所青年部主催「古川秋まつり」出店協力

１１月

気仙沼商工会議所青年部主催「紙ヒコーキ大会」出店協力

２月

日本商工会議所青年部
第３１回全国大会越中富山大会（富山県富山市）

４月

第２９回しおがま市民まつり主催

５月

仙台商工会議所青年部主催「杜の都Kidsウォークラリー」出店協力

７月

第６５回塩竈みなと祭広場担当

８月

石巻商工会議所青年部主管「石巻川開き祭前夜祭」出店協力

９月

塩釜ビルフィッシュトーナメント出店協力
第３１回東北ブロック大会秋田横手大会（秋田県横手市）
しおがまさま神々の月灯り参画 塩釜市青年四団体連絡協議会

平成２５年

１０月

３０周年記念事業記念碑設置

１１月

塩釜商工会議所青年部設立３０周年記念式典(ホテルグランドパレス)

３月

日本商工会議所青年部
第３２回全国大会おきなわ那覇大会（沖縄県那覇市）

４月

第３０回しおがま市民まつり主催

５月

仙台商工会議所青年部主催「杜の都Kidsウォークラリー」出店協力
おいしおがま初夏の食べ歩き

７月

第６６回塩竈みなと祭広場担当
新入会員オリエンテーション

８月 石巻商工会議所青年部主管「石巻川開き祭前夜祭」出店協力
日本商工会議所青年部震災復興フォーラムｉｎいわて

９月 日本商工会議所青年部第３２回東北ブロック大会天童大会
塩釜市青年四団体連絡協議会主催「しおがまさま神々の月灯り」
１１月 全国アマモサミット2013inみやぎ
平成２６年

１月 裸まいり
２月 日本一のしおがまおでん大鍋まつり
日本商工会議所青年部第３３回全国大会とちぎ宇都宮大会
４月 塩釜市青年四団体連絡協議会主催「しおがまさま神々の花灯り」
第３１回しおがま市民まつり主催

第十八代会長

７月 第６７回塩竈みなと祭縁日広場担当

阿子島徳裕

９月 日本商工会議所青年部第３３回東北ブロック大会いわき大会
１０月 塩釜市青年四団体連絡協議会主催「しおがまさま神々の月灯り」
新入会員オリエンテーション
平成２７年

１月 裸まいり
２月 冬のしおがまめぐり
日本商工会議所青年部第３４回全国大会京都大会
４月 塩釜市青年四団体連絡協議会主催「しおがまさま神々の花灯り」
第３２回しおがま市民まつり主催
５月 仙台商工会議所青年部主催「杜の都Kidsウォークラリー」出店協力
７月 第６８回塩竈みなと祭縁日広場担当
８月 石巻商工会議所青年部主管「石巻川開き祭」出店協力
９月 日本商工会議所青年部第３４回東北ブロック大会石巻大会
１０月 塩釜市青年四団体連絡協議会主催「しおがまさま神々の月灯り」
みなと塩竈・ゆめ博「絆広場」主催
古川商工会議所青年部主催「古川秋まつり」出店協力
気仙沼商工会議所青年部主催「復活ＹＥＧ七輪広場」出店協力
新入会員オリエンテーション

平成２８年

１月 裸まいり
２月 しおがまタイムトラベル写真展
日本商工会議所青年部第３５回全国大会岡山大会
スポーツ例会
３月 講師例会
４月 塩釜市青年四団体連絡協議会主催「しおがまさま神々の花灯り」
第３３回しおがま市民まつり主催

第十九代会長

５月 仙台商工会議所青年部主催「杜の都Kidsウォークラリー」出店協力

佐藤 大

７月 第６９回塩竈みなと祭縁日広場担当
８月 石巻商工会議所青年部主管「石巻川開き祭」出店協力
９月 日本商工会議所青年部第３５回東北ブロック大会岩手もりおか大会
１０月 みなと塩竈・ゆめ博「絆広場」主催
塩釜市青年四団体連絡協議会主催「しおがまさま神々の月灯り」

古川商工会議所青年部主催「古川秋まつり」出店協力
気仙沼商工会議所青年部主催「復活ＹＥＧ七輪広場」出店協力
新入会員オリエンテーション
１１月 宮城県商工会議所青年部連合会第１回みやぎ県連大会
平成２９年

１月 裸まいり
２月 日本商工会議所青年部第３６回全国大会岩見沢大会
４月 塩釜市青年四団体連絡協議会主催「しおがまさま神々の花灯り」
第３４回しおがま市民まつり主催
５月 仙台商工会議所青年部主催「杜の都Kidsウォークラリー」出店協力
６月 講師例会
７月 第７０回塩竈みなと祭縁日広場担当
８月 石巻商工会議所青年部主管「石巻川開き祭」出店協力
講師例会
９月 日本商工会議所青年部第３６回東北ブロック大会青森ごしょがわら大会
講師例会
１０月 みなと塩竈・ゆめ博「新魚市場落成記念 魚市場開放まつり」主催
塩釜市青年四団体連絡協議会主催「しおがまさま神々の月灯り」
古川商工会議所青年部主催「古川秋まつり」出店協力
１１月 宮城県商工会議所青年部連合会第２回みやぎ県連大会
１２月 新入会員オリエンテーション・クリスマス会

平成３０年

１月 裸まいり
２月 日本商工会議所青年部第３７回全国大会岐阜かかみがはら大会
スポーツ例会
３月 講師例会
４月 塩釜市青年四団体連絡協議会主催「しおがまさま神々の花灯り」
第３５回しおがま市民まつり主催

第二十代会長

５月 仙台商工会議所青年部主催「杜の都Kidsウォークラリー」出店協力

本間 良

７月 第７１回塩竈みなと祭縁日広場担当
８月 講師例会
９月 「海感謝祭２０１８」出店
日本商工会議所青年部第３７回東北ブロック大会秋田おおまがり大会
１０月 塩釜市青年四団体連絡協議会主催「しおがまさま神々の月灯り」
古川商工会議所青年部主催「古川秋まつり」出店協力
１１月 宮城県商工会議所青年部連合会第３回みやぎ県連大会
講師例会
１２月 新入会員オリエンテーション
平成３１年

１月 裸まいり
２月 日本商工会議所青年部第３８回全国大会みやざき大会

講師例会
３月 スポーツ例会
４月 塩釜市青年四団体連絡協議会主催「しおがまさま神々の花灯り」
第３６回しおがま市民まつり主催
令和元年

５月 仙台商工会議所青年部主催「杜の都Kidsウォークラリー」出店協力

