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5月24日（水） 会員拡大交流会

5月27日（土） 呉・高知シニア合同例会

大ちゃんのお宝鑑定団

大ちゃんのお宝鑑定団も早くも5回目に突入しました。今回は、ブロック大会の事業構築を行って
おりますCHANGE THE FUTUER☆委員会委員長の田岡祐人君です。
雨模様の中でしたが、田岡委員長の事務所兼自宅（飲み屋街の一角）で取材させて頂きました。早
速、目に入ったのが、田岡防水のオシャレな看板。実は、田岡委員長のお手製だとか…。
さて、家族を大切にする田岡委員長は、本格的なアウトドアが趣味ということで、たくさんのキャ
ンプ道具をお宝として見せて頂きました。
その中でもお宝鑑定団が一目を置いたのは、年期の入った手動式カキ氷機と部品が無さそうなミ
ニストーブです。
手動式カキ氷機は、知人から譲り受けた物であり、きめ細かいカキ氷が作れるそうです。
（鑑定価格
は、20,000円ですね）
ミニストーブは、田岡委員長と同じ年の40年もので部品もあるらしく、マニアの中では一目を置か
れるストーブだそうです。
（鑑定価格は、2,000円ですね）
今回の鑑定価格は総額22,000円でしたが、写真のキャンプテントやコンロを含めると総額30万円
以上する高価な商品で、キャンプ場での盗難もあるらしく管理も大変だそうです。
アウトドアに無縁の私は、備品を安価に考えていたので、金額を聞いて正直驚いております（汗）。
田岡委員長担当の高知ブロック大会が1ヵ月後に迫ってきました。同室として微力ながら協力させ
てもらいます。取材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。
公益社団法人 高知青年会議所
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４月度定例会
「 災害ＶＣにおける基本協定について学ぼう～今からできる心構え～」
2017 年 4 月 19 日（水）

4月度定例会「災害ＶＣにおける基本協定について学ぼう～今からできる心構え～」がサンラ
イズホテルにて開催されました。
先ずはじめに、
「四国の新幹線」早期実現に向けてと題して、高知県交通運輸政策課の方を講師
にお招きして、高知に新幹線が通る事により経済効果が生まれる等のご説明を頂きました。
昨年に続き防災関係の定例会となりますが、今年度は、青年会議所としてどの様な心構えが必
要であるか。災害ボランティアセンター（ＶＣ）とは、どんな組織でどの様な役割をするのか
を、瓦’ｓ市民憲章発信委員会委員の市川君を講師役に、現役メンバーが学びました。グループ
ワークでは、災害発生時に、青年会議所としてまず取るべき行動は？という内容でディスカッ
ションした後、瓦’ｓ市民憲章発信委員会から災害発生時の安否確認マニュアルを作成する事
を提案しその原案を発表しました。
後日、現役メンバーで安否確認の訓練を実施する様になっており、とても有意義な定例会とな
りました。

部会紹介「３３Ｃlｕｂ（サンサン

クラブ）」

皆さまこんにちは。本年度LOMでは監事を務めております日和﨑守で
す。この度新たに部会を設立致しましたので広報誌COMにてご紹介をさ
せて頂きます。
３３Ｃｌｕｂ （サンサン クラブ）
主にオートバイツーリングを通じて交流を図る会です。
会
長 日和﨑 守
副 会 長 水谷 太一 ・ 泉 卓文
年 会 費 ６，０００円
開催時期 春～秋を主たる活動時期とする。
３３（サンサン）とは３つの意味を含んでいます。
・高知には「国道３３号線」の始点がある。
・高知には「地球３３番地」の名所がある。
・高知には「燦々(サンサン)と輝く」高知青年会議所現役及びシニアク
ラブのライダーがいる。
同じ趣味を通じ、より仲良くなれる良い機会です。タイプや排気量は問
いません。今後ツーリングを行った際に記事と写真をCOMにて報告した
いとも考えております。
入会申込書は事務局にございますので、現役・シニアの皆様是非ご参加
下さい。
※JC関係者でなくてもJC活動に賛同を頂ける方で、JC関係者の推薦が
２名あれば賛助会員として入会頂けます。
よろしくお願い致します。m(_ _)m
得月楼にて２０１７年度７LOM合同例会が開催されました。
第一部は各LOMの委員長より方針がバラエティ豊かに発表され、各々の熱い思いが感じ取れました。高知ブ
ロック協議会会長の田村総一郎君は地域総合戦略説明でこれからのブロックの役割、目標、行動をわかりやす
く参加メンバーに説明されました。
第二部は「未来は僕らの手の中！！」と題して法皇青年会議所の石川義浩先輩を講師に招き、会員拡大の重要
性や具体的な手法などを力強く講演していただきました。その後の懇親会ではブロックメンバー間で楽しく
交流を深めました。今年一年の各LOMの一面を感じることができ、とても有意義な一日となりました。

４月度シニア例会

会員拡大大懇親会

2017 年 3 月 24 日（金）

2017 年 4 月 26 日（水）

サンライズホテルにて4月度シニア例会「古谷博先輩の生活衛生功労者厚生労働大臣表彰受賞を祝う会」が開
催されました。
古谷先輩は定例会でいつもお世話になっているサンライズホテルの代表取締役をされており、三谷一美先輩
が理事長をされていた時市民憲章の委員長を務められています。
乾杯は、古田信廣先輩に挨拶頂き歓談。温故知新委員会は、本年度風土祭りのPRをさせて頂きました。高知城で
8月19、20日の開催となっております。皆さま、ご参加・ご協力をお願いします。続いて、つなぐ委員会が5月27日
（土）に開かれます呉・高知シニア合同例会のPRも合わせて行いました。今回は、呉の地より現役・シニアのメン
バーが沢山来て頂ける事になっております。現役・シニアクラブのメンバーの皆さまご参加よろしくお願いし
ます。
古谷先輩、この度は受賞誠におめでとうございます。地域や業界発展のためにますますのご活躍をご祈念いた
します。

ザ クラウンパレス新阪急高知にて、３月会員拡大交流会が開催されました。
水谷理事長および田井委員長の挨拶の後、三谷副理事長の乾杯により、交流会がスタート。高知青年会
議所2017年度PRムービーの初お披露目に加え、和泉直前理事長と前期新入会員北窪君のフリートーク
により、参加者の皆さまの高知JCに関する見識を深めることができたと思います。当日ゲストとして
参加いただいた皆さまと来年同じ土俵に立てることを期待しております。
次回、会員拡大交流会を5月24日（水）に開催をしますので、皆さまご協力・ご参加をお願いいたします。

会員拡大通信
早くも５月、後期新入会員の締め切りも迫ってきました、ぜひ候補者のご紹介よろしくお願
い致します。先日ご案内致しました拡大 PR ビデオはご覧頂けましたでしょうか。JC に入会
する意義が本気で伝わる映像となっております。候補者にもぜひお見せ頂ければと思いま
す！（スマホの方はこちらの QR から）
会員拡大つなぐ委員会 委員長 田井 祐如
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４月度定例会
「 災害ＶＣにおける基本協定について学ぼう～今からできる心構え～」
2017 年 4 月 19 日（水）

4月度定例会「災害ＶＣにおける基本協定について学ぼう～今からできる心構え～」がサンラ
イズホテルにて開催されました。
先ずはじめに、
「四国の新幹線」早期実現に向けてと題して、高知県交通運輸政策課の方を講師
にお招きして、高知に新幹線が通る事により経済効果が生まれる等のご説明を頂きました。
昨年に続き防災関係の定例会となりますが、今年度は、青年会議所としてどの様な心構えが必
要であるか。災害ボランティアセンター（ＶＣ）とは、どんな組織でどの様な役割をするのか
を、瓦’ｓ市民憲章発信委員会委員の市川君を講師役に、現役メンバーが学びました。グループ
ワークでは、災害発生時に、青年会議所としてまず取るべき行動は？という内容でディスカッ
ションした後、瓦’ｓ市民憲章発信委員会から災害発生時の安否確認マニュアルを作成する事
を提案しその原案を発表しました。
後日、現役メンバーで安否確認の訓練を実施する様になっており、とても有意義な定例会とな
りました。

部会紹介「３３Ｃlｕｂ（サンサン

クラブ）」

皆さまこんにちは。本年度LOMでは監事を務めております日和﨑守で
す。この度新たに部会を設立致しましたので広報誌COMにてご紹介をさ
せて頂きます。
３３Ｃｌｕｂ （サンサン クラブ）
主にオートバイツーリングを通じて交流を図る会です。
会
長 日和﨑 守
副 会 長 水谷 太一 ・ 泉 卓文
年 会 費 ６，０００円
開催時期 春～秋を主たる活動時期とする。
３３（サンサン）とは３つの意味を含んでいます。
・高知には「国道３３号線」の始点がある。
・高知には「地球３３番地」の名所がある。
・高知には「燦々(サンサン)と輝く」高知青年会議所現役及びシニアク
ラブのライダーがいる。
同じ趣味を通じ、より仲良くなれる良い機会です。タイプや排気量は問
いません。今後ツーリングを行った際に記事と写真をCOMにて報告した
いとも考えております。
入会申込書は事務局にございますので、現役・シニアの皆様是非ご参加
下さい。
※JC関係者でなくてもJC活動に賛同を頂ける方で、JC関係者の推薦が
２名あれば賛助会員として入会頂けます。
よろしくお願い致します。m(_ _)m
得月楼にて２０１７年度７LOM合同例会が開催されました。
第一部は各LOMの委員長より方針がバラエティ豊かに発表され、各々の熱い思いが感じ取れました。高知ブ
ロック協議会会長の田村総一郎君は地域総合戦略説明でこれからのブロックの役割、目標、行動をわかりやす
く参加メンバーに説明されました。
第二部は「未来は僕らの手の中！！」と題して法皇青年会議所の石川義浩先輩を講師に招き、会員拡大の重要
性や具体的な手法などを力強く講演していただきました。その後の懇親会ではブロックメンバー間で楽しく
交流を深めました。今年一年の各LOMの一面を感じることができ、とても有意義な一日となりました。

４月度シニア例会

会員拡大大懇親会

2017 年 3 月 24 日（金）

2017 年 4 月 26 日（水）

サンライズホテルにて4月度シニア例会「古谷博先輩の生活衛生功労者厚生労働大臣表彰受賞を祝う会」が開
催されました。
古谷先輩は定例会でいつもお世話になっているサンライズホテルの代表取締役をされており、三谷一美先輩
が理事長をされていた時市民憲章の委員長を務められています。
乾杯は、古田信廣先輩に挨拶頂き歓談。温故知新委員会は、本年度風土祭りのPRをさせて頂きました。高知城で
8月19、20日の開催となっております。皆さま、ご参加・ご協力をお願いします。続いて、つなぐ委員会が5月27日
（土）に開かれます呉・高知シニア合同例会のPRも合わせて行いました。今回は、呉の地より現役・シニアのメン
バーが沢山来て頂ける事になっております。現役・シニアクラブのメンバーの皆さまご参加よろしくお願いし
ます。
古谷先輩、この度は受賞誠におめでとうございます。地域や業界発展のためにますますのご活躍をご祈念いた
します。

ザ クラウンパレス新阪急高知にて、３月会員拡大交流会が開催されました。
水谷理事長および田井委員長の挨拶の後、三谷副理事長の乾杯により、交流会がスタート。高知青年会
議所2017年度PRムービーの初お披露目に加え、和泉直前理事長と前期新入会員北窪君のフリートーク
により、参加者の皆さまの高知JCに関する見識を深めることができたと思います。当日ゲストとして
参加いただいた皆さまと来年同じ土俵に立てることを期待しております。
次回、会員拡大交流会を5月24日（水）に開催をしますので、皆さまご協力・ご参加をお願いいたします。

会員拡大通信
早くも５月、後期新入会員の締め切りも迫ってきました、ぜひ候補者のご紹介よろしくお願
い致します。先日ご案内致しました拡大 PR ビデオはご覧頂けましたでしょうか。JC に入会
する意義が本気で伝わる映像となっております。候補者にもぜひお見せ頂ければと思いま
す！（スマホの方はこちらの QR から）
会員拡大つなぐ委員会 委員長 田井 祐如
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5月24日（水） 会員拡大交流会

5月27日（土） 呉・高知シニア合同例会

大ちゃんのお宝鑑定団

大ちゃんのお宝鑑定団も早くも5回目に突入しました。今回は、ブロック大会の事業構築を行って
おりますCHANGE THE FUTUER☆委員会委員長の田岡祐人君です。
雨模様の中でしたが、田岡委員長の事務所兼自宅（飲み屋街の一角）で取材させて頂きました。早
速、目に入ったのが、田岡防水のオシャレな看板。実は、田岡委員長のお手製だとか…。
さて、家族を大切にする田岡委員長は、本格的なアウトドアが趣味ということで、たくさんのキャ
ンプ道具をお宝として見せて頂きました。
その中でもお宝鑑定団が一目を置いたのは、年期の入った手動式カキ氷機と部品が無さそうなミ
ニストーブです。
手動式カキ氷機は、知人から譲り受けた物であり、きめ細かいカキ氷が作れるそうです。
（鑑定価格
は、20,000円ですね）
ミニストーブは、田岡委員長と同じ年の40年もので部品もあるらしく、マニアの中では一目を置か
れるストーブだそうです。
（鑑定価格は、2,000円ですね）
今回の鑑定価格は総額22,000円でしたが、写真のキャンプテントやコンロを含めると総額30万円
以上する高価な商品で、キャンプ場での盗難もあるらしく管理も大変だそうです。
アウトドアに無縁の私は、備品を安価に考えていたので、金額を聞いて正直驚いております（汗）。
田岡委員長担当の高知ブロック大会が1ヵ月後に迫ってきました。同室として微力ながら協力させ
てもらいます。取材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。
公益社団法人 高知青年会議所

2017 年度 瓦’
ｓ市民憲章発信委員会
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