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今回4回目のお宝鑑定団の主役は、本年度専務理事の髙木俊君です。
早速、髙木専務一押しのお宝を拝見したいと思います。お宝は二点あり、まずは、ご存じの方もいらっしゃ
ると思いますが、とある業界で、一世を風靡した方の物で、おそらく技術を身に付ける為、大変お世話に
なった方も居るのでは無いかと思います。ご職業は、俳優又は、男優の加藤鷹さん（女性の方々にも大変人
気があり、最近は、メディアの露出が少なくなっていますが…）です。加藤鷹さんが、執筆されていますレク
チャー本と髙木専務が今まで行かれた、世界各国の地図を持参いただきました。
髙木専務…2003年（当時）長崎大学在学中に、加藤鷹さんが長崎に執筆本のイベントで、来た時にサインと
写真をとってもらいました。
村山委員長…これは…凄いね～!!加藤鷹やんかぁ!!しかも、サインまであるし。指って綺麗やった？（笑）
髙木専務…中身の内様も挿絵入りで、勉強になりましたね（笑）ＤＶＤが、行方不明なんですよね(^_^;)
村山委員長…ＤＶＤを使いすぎて、無くなったがやないです？（笑）写真では、分かり難いかもしれません
が綺麗な指ですね。
髙木専務…この地図も、各地回った時の街に置いてある地図を残してます。
村山委員長…こんなにも!?いつ行く間があるが？でも、あちこち行ってますね…
さて、執筆本には、価格が明記されていますが、今回はさすがに値段をつけるのはちょっと思いましたが、
今回の鑑定額は、5万円（内訳・本45,000円、地図5,000円）となりました。あと、何十年かすれば購入価格以上
の付加価値が付く事を祈ってます。髙木専務お忙しい中、ご協力ありがとうございました。
※村山委員長は、鑑定士の資格等は持っておりません。この企画は、委員長独自の世界観で鑑定させて頂い
ております。ご了承ください。
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土佐のおきゃく「日本一の大おきゃく」

ひよこ会

2017 年 3 月 2 日（木）

2017 年 3 月 11 日（土）・12 日（日）

3月12日（土）と13日（日）の２日間、
「土佐のおきゃく」の大橋通り横丁へ出店させていただきました。昨年に引
き続き、長太郎貝・はまぐりの貝焼き・チャンバラ貝の煮付や各種酒類の販売をはじめ、高知市内の小学生に
ブース販売を体験してもらうワークショップを開催しました。また、商店街内に設置した特設ブースでは、土
佐の皿鉢を大勢で囲みながら、高知の料理とお酒を堪能していただくと共に、ベク杯や菊の花、しばてん踊り
などを体験していただく「お座敷体験」を実施いたしました。
お座敷遊びの掛け声で宴席が盛り上がると、特設ブースにはお酒が次から次へと運び込まれ、商店街を歩く
人々の目を大いに惹きつけておりました。本年初の試みとなるお座敷体験は、参加者とＪＣメンバーの笑顔で
溢れ、笑い声の絶えない宴となりました。
終盤には、貝焼きの大盤振る舞いにより長蛇の列が出来るなど、今年のおきゃくも大盛況のうちに終了しまし
た。

春季鏡川一斉清掃

料亭濱長にて、総勢13名による「第二回ひよこ会」を開催しました。
ひよこ会として本格的に始動するにあたり、顧問を第34代理事長 岡内啓明先輩にお願いし、快諾していただ
きました。岡内先輩！ありがとうございました！！また、今年度の役員として、会長…中田 由季先輩、副会長
…牛田 美香先輩、幹事…藍原 緑先輩に決定しましたので皆様、どうぞよろしくお願い致します！
会食には紅一点、岡内先輩をお招きして男性は岡内先輩のみであった為、少々照れてくさそうでしたが、春爛
漫な美味しいお料理とお酒で話も盛り上がり、多くの経験を持つ岡内先輩の貴重なお話を伺う事もできまし
た。ちなみに…「紅一点」という言葉は「一面の緑の中に咲く一輪の紅色の花」＝「沢山ある中でただ一つ異彩を
放つもの」という意味だそうです。またお座敷遊びでは、艶やかな芸奴2人の舞をうっとりと観覧し、岡内先輩
とメンバー2名が参加した「べろべろの神様」の踊りに、抱腹絶倒大興奮！！明日はひな祭りと言う事で、演舞
場には見事な雛壇が飾られており、全員で記念撮影をしました。大人になっても女性にとってお雛様はいつま
でも大切なものだと、参加者全員が再確認しました。この会はJCを通じて女性としての不安や悩み事の相談は
もちろん、今後は勉強会等も企画しJC女性会員の力強い「拠り所」となるべく、活動に邁進していきます。今回、
現役メンバーとしては、谷 朝美君のみ参加頂きました。次回の10月開催には、多数の現役及びシニアクラブ
の女性会員の皆様も、奮ってご参加頂けますようお願い申し上げます！

３月度シニア例会

2017 年 3 月 22 日（水）

2017 年 3 月 5 日（日）

サンピアセリーズにて３月度シニア例会「吉村文次先輩の一般社団法人高知県建設業協会会長就任を祝う会」
が開催されました。吉村先輩は、1998年の第４６代理事長を務められ、1998年に高知県を襲った豪雨災害では
理事長として陣頭指揮を執り獅子奮迅のご活躍をされていたそうです。挨拶では、建設業の発展を第一に考え
られ会長としての役職を全うしていきたと抱負を述べられてました。
北岡守男先輩の乾杯の後は、吉村先輩を囲んで現役時代の懐かしい話に大いに盛り上がって降りました。
吉村先輩、誠におめでとうございます。業界発展のためにご尽力宜しくお願いします。

第２２回春季鏡川一斉清掃が開催されました。
冒頭、市民憲章推進協議会副会長の長尾達雄様の挨拶では、以前から比べると毎年の清掃でごみは着実に減っ
てきている事を話されておりました。これも、近隣の皆様のお陰であると日々感じております。
水谷理事長の号令で清掃が始まり、川の方にはまだゴミがあり、みんなが手分けをして清掃に取り組んでまし
た。参加された皆様のおかげで今年は約３８０ｋｇのゴミが回収できました。朝早くからの参加して頂いた皆
様、ご協力ありがとうございました。今後の清掃活動にも、ご参加宜しくお願いします。

会員拡大通信
大きな成果の報告です。今年は「会員拡大を全員運動に」を目標にしていますが、年初の呼
びかけで拡大候補者リストを提出したのは十数名。しかし２月定例会をはじめ様々な手法で
拡大の意義を理解してもらった結果、７割近いメンバーがリストを提出してくれました。こ
の波を必ず結果に繋げていきます！
会員拡大つなぐ委員会 委員長 田井 祐如
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ブース販売を体験してもらうワークショップを開催しました。また、商店街内に設置した特設ブースでは、土
佐の皿鉢を大勢で囲みながら、高知の料理とお酒を堪能していただくと共に、ベク杯や菊の花、しばてん踊り
などを体験していただく「お座敷体験」を実施いたしました。
お座敷遊びの掛け声で宴席が盛り上がると、特設ブースにはお酒が次から次へと運び込まれ、商店街を歩く
人々の目を大いに惹きつけておりました。本年初の試みとなるお座敷体験は、参加者とＪＣメンバーの笑顔で
溢れ、笑い声の絶えない宴となりました。
終盤には、貝焼きの大盤振る舞いにより長蛇の列が出来るなど、今年のおきゃくも大盛況のうちに終了しまし
た。

春季鏡川一斉清掃

料亭濱長にて、総勢13名による「第二回ひよこ会」を開催しました。
ひよこ会として本格的に始動するにあたり、顧問を第34代理事長 岡内啓明先輩にお願いし、快諾していただ
きました。岡内先輩！ありがとうございました！！また、今年度の役員として、会長…中田 由季先輩、副会長
…牛田 美香先輩、幹事…藍原 緑先輩に決定しましたので皆様、どうぞよろしくお願い致します！
会食には紅一点、岡内先輩をお招きして男性は岡内先輩のみであった為、少々照れてくさそうでしたが、春爛
漫な美味しいお料理とお酒で話も盛り上がり、多くの経験を持つ岡内先輩の貴重なお話を伺う事もできまし
た。ちなみに…「紅一点」という言葉は「一面の緑の中に咲く一輪の紅色の花」＝「沢山ある中でただ一つ異彩を
放つもの」という意味だそうです。またお座敷遊びでは、艶やかな芸奴2人の舞をうっとりと観覧し、岡内先輩
とメンバー2名が参加した「べろべろの神様」の踊りに、抱腹絶倒大興奮！！明日はひな祭りと言う事で、演舞
場には見事な雛壇が飾られており、全員で記念撮影をしました。大人になっても女性にとってお雛様はいつま
でも大切なものだと、参加者全員が再確認しました。この会はJCを通じて女性としての不安や悩み事の相談は
もちろん、今後は勉強会等も企画しJC女性会員の力強い「拠り所」となるべく、活動に邁進していきます。今回、
現役メンバーとしては、谷 朝美君のみ参加頂きました。次回の10月開催には、多数の現役及びシニアクラブ
の女性会員の皆様も、奮ってご参加頂けますようお願い申し上げます！

３月度シニア例会

2017 年 3 月 22 日（水）

2017 年 3 月 5 日（日）

サンピアセリーズにて３月度シニア例会「吉村文次先輩の一般社団法人高知県建設業協会会長就任を祝う会」
が開催されました。吉村先輩は、1998年の第４６代理事長を務められ、1998年に高知県を襲った豪雨災害では
理事長として陣頭指揮を執り獅子奮迅のご活躍をされていたそうです。挨拶では、建設業の発展を第一に考え
られ会長としての役職を全うしていきたと抱負を述べられてました。
北岡守男先輩の乾杯の後は、吉村先輩を囲んで現役時代の懐かしい話に大いに盛り上がって降りました。
吉村先輩、誠におめでとうございます。業界発展のためにご尽力宜しくお願いします。

第２２回春季鏡川一斉清掃が開催されました。
冒頭、市民憲章推進協議会副会長の長尾達雄様の挨拶では、以前から比べると毎年の清掃でごみは着実に減っ
てきている事を話されておりました。これも、近隣の皆様のお陰であると日々感じております。
水谷理事長の号令で清掃が始まり、川の方にはまだゴミがあり、みんなが手分けをして清掃に取り組んでまし
た。参加された皆様のおかげで今年は約３８０ｋｇのゴミが回収できました。朝早くからの参加して頂いた皆
様、ご協力ありがとうございました。今後の清掃活動にも、ご参加宜しくお願いします。

会員拡大通信
大きな成果の報告です。今年は「会員拡大を全員運動に」を目標にしていますが、年初の呼
びかけで拡大候補者リストを提出したのは十数名。しかし２月定例会をはじめ様々な手法で
拡大の意義を理解してもらった結果、７割近いメンバーがリストを提出してくれました。こ
の波を必ず結果に繋げていきます！
会員拡大つなぐ委員会 委員長 田井 祐如
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大ちゃんのお宝鑑定団
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今回4回目のお宝鑑定団の主役は、本年度専務理事の髙木俊君です。
早速、髙木専務一押しのお宝を拝見したいと思います。お宝は二点あり、まずは、ご存じの方もいらっしゃ
ると思いますが、とある業界で、一世を風靡した方の物で、おそらく技術を身に付ける為、大変お世話に
なった方も居るのでは無いかと思います。ご職業は、俳優又は、男優の加藤鷹さん（女性の方々にも大変人
気があり、最近は、メディアの露出が少なくなっていますが…）です。加藤鷹さんが、執筆されていますレク
チャー本と髙木専務が今まで行かれた、世界各国の地図を持参いただきました。
髙木専務…2003年（当時）長崎大学在学中に、加藤鷹さんが長崎に執筆本のイベントで、来た時にサインと
写真をとってもらいました。
村山委員長…これは…凄いね～!!加藤鷹やんかぁ!!しかも、サインまであるし。指って綺麗やった？（笑）
髙木専務…中身の内様も挿絵入りで、勉強になりましたね（笑）ＤＶＤが、行方不明なんですよね(^_^;)
村山委員長…ＤＶＤを使いすぎて、無くなったがやないです？（笑）写真では、分かり難いかもしれません
が綺麗な指ですね。
髙木専務…この地図も、各地回った時の街に置いてある地図を残してます。
村山委員長…こんなにも!?いつ行く間があるが？でも、あちこち行ってますね…
さて、執筆本には、価格が明記されていますが、今回はさすがに値段をつけるのはちょっと思いましたが、
今回の鑑定額は、5万円（内訳・本45,000円、地図5,000円）となりました。あと、何十年かすれば購入価格以上
の付加価値が付く事を祈ってます。髙木専務お忙しい中、ご協力ありがとうございました。
※村山委員長は、鑑定士の資格等は持っておりません。この企画は、委員長独自の世界観で鑑定させて頂い
ております。ご了承ください。
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放つもの」という意味だそうです。またお座敷遊びでは、艶やかな芸奴2人の舞をうっとりと観覧し、岡内先輩
とメンバー2名が参加した「べろべろの神様」の踊りに、抱腹絶倒大興奮！！明日はひな祭りと言う事で、演舞
場には見事な雛壇が飾られており、全員で記念撮影をしました。大人になっても女性にとってお雛様はいつま
でも大切なものだと、参加者全員が再確認しました。この会はJCを通じて女性としての不安や悩み事の相談は
もちろん、今後は勉強会等も企画しJC女性会員の力強い「拠り所」となるべく、活動に邁進していきます。今回、
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られ会長としての役職を全うしていきたと抱負を述べられてました。
北岡守男先輩の乾杯の後は、吉村先輩を囲んで現役時代の懐かしい話に大いに盛り上がって降りました。
吉村先輩、誠におめでとうございます。業界発展のためにご尽力宜しくお願いします。
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冒頭、市民憲章推進協議会副会長の長尾達雄様の挨拶では、以前から比べると毎年の清掃でごみは着実に減っ
てきている事を話されておりました。これも、近隣の皆様のお陰であると日々感じております。
水谷理事長の号令で清掃が始まり、川の方にはまだゴミがあり、みんなが手分けをして清掃に取り組んでまし
た。参加された皆様のおかげで今年は約３８０ｋｇのゴミが回収できました。朝早くからの参加して頂いた皆
様、ご協力ありがとうございました。今後の清掃活動にも、ご参加宜しくお願いします。

会員拡大通信
大きな成果の報告です。今年は「会員拡大を全員運動に」を目標にしていますが、年初の呼
びかけで拡大候補者リストを提出したのは十数名。しかし２月定例会をはじめ様々な手法で
拡大の意義を理解してもらった結果、７割近いメンバーがリストを提出してくれました。こ
の波を必ず結果に繋げていきます！
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