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第一回目のツーリングは4月30日（日）。この日は晴天で絶好のツーリン
グ日和に恵まれました。集合場所は山内神社前で、参加メンバーは、旧
車軍団の現役濵口君、門田君、中東君。続いてカスタム車の西内先輩、熊
沢先輩。そして4輪での参加は佐井君、酒井君＆田井君。佐井君に参加メ
ンバーの荷物を預かってもらい酒井＆田井コンビは、酒井君のオープ
ンカーで撮影をして頂きました。そして最後のご紹介は高橋浩介先輩
率いるアメリカンチーム。高橋先輩、堅田先輩、谷岡先輩と先輩方は
めっちゃ渋い!!私を含めて計12名でのツーリングとなりました。今回
のコースは国道33号線の始点県庁前をスタートし電車通り沿いにいの
町を目指します。最初の休憩場所である「道の駅くらうど」に続いて約
20キロ先の「道の駅633美の里」を目指し最後の休憩場所はさめうら荘
で昼食タイム。そして食後一息ついたところで高知市内「地球33番地」
へ向け出発。根引峠を通り帰って参りました。到着したのは15：00頃。距
離にして約120キロの行程でしたが、休憩も長くとった事で、何よりシ
ニアの先輩方と現役メンバーとの趣味を通じての交流が図れました。
次回開催日はまだ未定ですが、バイクツーリングを趣味とするシニア
の先輩方、現役の皆さん是非ご参加下さい。まだまだ会員募集中ですの
でよろしくお願い致します。
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33Club 会長 日和﨑 守

7 月行事予定
7月 1日（土） 鳴門板野ＪＣ周年
7月 2日（日） 七河川一斉清掃
7月 9日（日） 前期新入会員事業
7月12日（水） 7月総会・樽入れ
7月15日（土） 四国地区大会
7月16日（日） 前期新入会員事業予備日
7月21日（金）23日（日） サマーコンファレンス

大ちゃんのお宝鑑定団

第７回目を迎えた今回は、自信を胸に飛び出せ！委員会委員長の中野勝之君です。
お忙しい中、事務局に来て頂き取材させて頂きました。今回のお宝は何やら紙が一枚…その丸められた紙
を開いてもらうとどこかで見たような漫画の絵が…この絵は高知県出身の漫画家青柳裕介さんの土佐の
一本釣のワンシーンではありませんか!!中野委員長に詳しくお伺いすると、青柳裕介さんは元々料理人で
濱長に勤められておりそちらで中野委員長のお父様が懇意にされていたそうです。漫画家として青柳さん
が売れっ子になったときにこの一本釣の版権を購入されて大事に保管されているそうです。中野委員長は
中勝建設で高速道路建設の仕事もされており馬立PAを建設された時に、同じ絵の壁画を設置されたそうで
す。この絵を鑑定しますと、約500,000円とみた所、な!、な!、なんと!!実際の評価額は約5,000,000円だそう
です。さすがの私も、びっくりしました。数少ない貴重な作品なので、今後も大切にして頂きたいですね。
中野委員長は、7月30日から「みんなの夢ロード」という青少年事業を開催することになっています。現役及
びシニアの方々ご参加の程よろしくお願いします。中野委員長取材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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2017 年 6 月 3 日（土）

安芸青年会議所 60 周年

高知県東部にあります、土佐ロイヤルホテルにて安芸青
年会議所60周年式典及び懇親会が開催されました。記念
式典のオープニングセレモニーではLed Groooover（レッ
ドグルーバー）によるすばらしい演奏でスタートしまし
た。第60代理事長 山崎賢 君は冒頭の周年事業に際して
「団結と更なる前進」覚醒せよ東部地域というスローガン
を掲げ東部地域の活性化、安芸青年会議所が東部地域を
牽引していくことが大切ということを熱く語られており
ました。
衆議院議員の中谷元 様をはじめ多くの来賓の方々が参
加されており、安芸青年会議所のスポンサーJCとして、高
知青年会議所理事長 水谷太一 君より記念品の贈呈をし
ました。また、懇親会では東部地域の海の幸や山の幸を
使った料理が振舞われ大変心のこもった料理を堪能させ
て頂きました。安芸青年会議所メンバーの皆様ありがと
うございました。

採用 × 就職交流会

高知市中央卸売市場にて、第60回高知ブロック大会高知大会が行われました。
「未来への種まき2017～おもろい一次産業やってみん？～」と題した記念事業では、株式会社
四万十ドラマの畦地履正氏や一圓信明氏、宮崎聖氏、山本祥子氏をお招きし、一次産業をメイ
ンとしたパネルディスカッションが繰り広げられました。
また、安芸青年会議所メンバーでもある「Led Groooover」によるオープニングアクトで幕を開
けた記念式典では、2018年度会長候補者として南国青年会議所の岡本光平君が選出され、次年
度ブロック大会は土佐清水で開催されると発表がありました。
式典後の大懇親会は、各LOMの専務が担ぐに神輿に乗り、ブロック会長田村総一郎君が登場。屋
台の雰囲気を味わうと共に、高知の魅力を余すことなくお伝えし、大いに盛り上がった一日と
なりました。

初夏の街一斉清掃

2017 年 6 月 24 日（土）

2017 年 6 月 18 日（日）
若者が活躍できる職場環境の創出を目的に、
四国地区協議会未来を担う人材育成委員会
事業『採用×就職交流会』が土佐御苑にて開
催されました。
企業の皆さんに向けては、高知大学受田副学
長より『若者に選ばれる会社に変わるために
は？』と題して講演いただき、社員を幸せに
する為に何を大切にしているのか意見交換
を行いました。また、学生側は就職するなら
何を大切にしたいのか学び合い、そして、企
業と学生との交流会として、学生から「やり
がいを持ってもらうために企業としての取
り組みは？」など様々な質問を受け、活発な
意見交換ができました。
高知青年会議所から出向している山本惇人
委員長・黒瀬裕之副委員長また、事業に参加
された皆様、お疲れさまでした。

じゃがいもクラブ

部会報告

2017 年 6 月 9 日（金）
じゃがいもクラブ幹事の松岡憲史です。来たる10月8日（日）高知JCカップを開催致します。じゃがいも
クラブだけでなく、高知JCでゴルフをされるシニア・現役の皆様とのコンペを企画させて頂きました。
開催場所として、グリーンフィールゴルフ倶楽部を使用させて頂くべく三谷一美先輩にお願いに参り
ましたところ、快諾して頂きました。なお、写真でご覧頂けるように私はナイスショットのつもりです
が、ボールはすぐそこに…。そんな私でも幹事を務めております。上手い、下手に関わらず一緒に楽し
くラウンド致しましょう！詳細につきましては、次号8月COMにてご案内させて頂きますので、奮って
ご参加くださいますよう、心よりお願い申し上げます。
清々しい初夏を迎えた早朝、高知市・高知市民憲
章推進協議会主催『初夏のまちを美しくする運
動』に各種企業・組織・地域の方々とともに当会議
所メンバーも多く参加しました。この活動は市民
の美化意識の高揚を目的に環境美化重点地域を
中心に行われており、当会議所は、はりまや橋小
学校から帯屋町商店街・中央公園にて清掃活動を
行い、メンバーも美化意識を更に高めることがで
きたと思います。

会員拡大通信
まずは先日の理事会で近年最多の後期新入会員 19 名が承認されましたことをご報告致しますと
ともに、皆様のご協力に感謝致します。今年度は全員運動による「増える拡大」を目指し活動
して参りました。取り組みの成果が少しずつ現れていますが、下半期はさらに現役・シニアの
皆様も含めた全員運動に向けて活動を推進して参ります。引続きご支援ご協力の程お願い致し
ます。
会員拡大つなぐ委員会 委員長 田井 祐如
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率いるアメリカンチーム。高橋先輩、堅田先輩、谷岡先輩と先輩方は
めっちゃ渋い!!私を含めて計12名でのツーリングとなりました。今回
のコースは国道33号線の始点県庁前をスタートし電車通り沿いにいの
町を目指します。最初の休憩場所である「道の駅くらうど」に続いて約
20キロ先の「道の駅633美の里」を目指し最後の休憩場所はさめうら荘
で昼食タイム。そして食後一息ついたところで高知市内「地球33番地」
へ向け出発。根引峠を通り帰って参りました。到着したのは15：00頃。距
離にして約120キロの行程でしたが、休憩も長くとった事で、何よりシ
ニアの先輩方と現役メンバーとの趣味を通じての交流が図れました。
次回開催日はまだ未定ですが、バイクツーリングを趣味とするシニア
の先輩方、現役の皆さん是非ご参加下さい。まだまだ会員募集中ですの
でよろしくお願い致します。
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7 月行事予定
7月 1日（土） 鳴門板野ＪＣ周年
7月 2日（日） 七河川一斉清掃
7月 9日（日） 前期新入会員事業
7月12日（水） 7月総会・樽入れ
7月15日（土） 四国地区大会
7月16日（日） 前期新入会員事業予備日
7月21日（金）23日（日） サマーコンファレンス

大ちゃんのお宝鑑定団

第７回目を迎えた今回は、自信を胸に飛び出せ！委員会委員長の中野勝之君です。
お忙しい中、事務局に来て頂き取材させて頂きました。今回のお宝は何やら紙が一枚…その丸められた紙
を開いてもらうとどこかで見たような漫画の絵が…この絵は高知県出身の漫画家青柳裕介さんの土佐の
一本釣のワンシーンではありませんか!!中野委員長に詳しくお伺いすると、青柳裕介さんは元々料理人で
濱長に勤められておりそちらで中野委員長のお父様が懇意にされていたそうです。漫画家として青柳さん
が売れっ子になったときにこの一本釣の版権を購入されて大事に保管されているそうです。中野委員長は
中勝建設で高速道路建設の仕事もされており馬立PAを建設された時に、同じ絵の壁画を設置されたそうで
す。この絵を鑑定しますと、約500,000円とみた所、な!、な!、なんと!!実際の評価額は約5,000,000円だそう
です。さすがの私も、びっくりしました。数少ない貴重な作品なので、今後も大切にして頂きたいですね。
中野委員長は、7月30日から「みんなの夢ロード」という青少年事業を開催することになっています。現役及
びシニアの方々ご参加の程よろしくお願いします。中野委員長取材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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2017 年 6 月 3 日（土）

安芸青年会議所 60 周年

高知県東部にあります、土佐ロイヤルホテルにて安芸青
年会議所60周年式典及び懇親会が開催されました。記念
式典のオープニングセレモニーではLed Groooover（レッ
ドグルーバー）によるすばらしい演奏でスタートしまし
た。第60代理事長 山崎賢 君は冒頭の周年事業に際して
「団結と更なる前進」覚醒せよ東部地域というスローガン
を掲げ東部地域の活性化、安芸青年会議所が東部地域を
牽引していくことが大切ということを熱く語られており
ました。
衆議院議員の中谷元 様をはじめ多くの来賓の方々が参
加されており、安芸青年会議所のスポンサーJCとして、高
知青年会議所理事長 水谷太一 君より記念品の贈呈をし
ました。また、懇親会では東部地域の海の幸や山の幸を
使った料理が振舞われ大変心のこもった料理を堪能させ
て頂きました。安芸青年会議所メンバーの皆様ありがと
うございました。

採用 × 就職交流会

高知市中央卸売市場にて、第60回高知ブロック大会高知大会が行われました。
「未来への種まき2017～おもろい一次産業やってみん？～」と題した記念事業では、株式会社
四万十ドラマの畦地履正氏や一圓信明氏、宮崎聖氏、山本祥子氏をお招きし、一次産業をメイ
ンとしたパネルディスカッションが繰り広げられました。
また、安芸青年会議所メンバーでもある「Led Groooover」によるオープニングアクトで幕を開
けた記念式典では、2018年度会長候補者として南国青年会議所の岡本光平君が選出され、次年
度ブロック大会は土佐清水で開催されると発表がありました。
式典後の大懇親会は、各LOMの専務が担ぐに神輿に乗り、ブロック会長田村総一郎君が登場。屋
台の雰囲気を味わうと共に、高知の魅力を余すことなくお伝えし、大いに盛り上がった一日と
なりました。

初夏の街一斉清掃

2017 年 6 月 24 日（土）

2017 年 6 月 18 日（日）
若者が活躍できる職場環境の創出を目的に、
四国地区協議会未来を担う人材育成委員会
事業『採用×就職交流会』が土佐御苑にて開
催されました。
企業の皆さんに向けては、高知大学受田副学
長より『若者に選ばれる会社に変わるために
は？』と題して講演いただき、社員を幸せに
する為に何を大切にしているのか意見交換
を行いました。また、学生側は就職するなら
何を大切にしたいのか学び合い、そして、企
業と学生との交流会として、学生から「やり
がいを持ってもらうために企業としての取
り組みは？」など様々な質問を受け、活発な
意見交換ができました。
高知青年会議所から出向している山本惇人
委員長・黒瀬裕之副委員長また、事業に参加
された皆様、お疲れさまでした。

じゃがいもクラブ

部会報告

2017 年 6 月 9 日（金）
じゃがいもクラブ幹事の松岡憲史です。来たる10月8日（日）高知JCカップを開催致します。じゃがいも
クラブだけでなく、高知JCでゴルフをされるシニア・現役の皆様とのコンペを企画させて頂きました。
開催場所として、グリーンフィールゴルフ倶楽部を使用させて頂くべく三谷一美先輩にお願いに参り
ましたところ、快諾して頂きました。なお、写真でご覧頂けるように私はナイスショットのつもりです
が、ボールはすぐそこに…。そんな私でも幹事を務めております。上手い、下手に関わらず一緒に楽し
くラウンド致しましょう！詳細につきましては、次号8月COMにてご案内させて頂きますので、奮って
ご参加くださいますよう、心よりお願い申し上げます。
清々しい初夏を迎えた早朝、高知市・高知市民憲
章推進協議会主催『初夏のまちを美しくする運
動』に各種企業・組織・地域の方々とともに当会議
所メンバーも多く参加しました。この活動は市民
の美化意識の高揚を目的に環境美化重点地域を
中心に行われており、当会議所は、はりまや橋小
学校から帯屋町商店街・中央公園にて清掃活動を
行い、メンバーも美化意識を更に高めることがで
きたと思います。

会員拡大通信
まずは先日の理事会で近年最多の後期新入会員 19 名が承認されましたことをご報告致しますと
ともに、皆様のご協力に感謝致します。今年度は全員運動による「増える拡大」を目指し活動
して参りました。取り組みの成果が少しずつ現れていますが、下半期はさらに現役・シニアの
皆様も含めた全員運動に向けて活動を推進して参ります。引続きご支援ご協力の程お願い致し
ます。
会員拡大つなぐ委員会 委員長 田井 祐如
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事業『採用×就職交流会』が土佐御苑にて開
催されました。
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クラブだけでなく、高知JCでゴルフをされるシニア・現役の皆様とのコンペを企画させて頂きました。
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