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須崎青年会議所の創立60周年記念式典ならびに記念祝賀会が開催され、スポンサーＪＣである高知青年
会議所からも約30名が参加しました。
須崎市民会館で開かれた記念式典は、川北徹理事長は挨拶で、スローガン「伸時代～いざ参らん！我等と
この地域の未来のために！～」に込めた思いを披露され、今後もまちづくり、ひとづくりにまい進していく
意思を表明されました。
須崎プリンスホテルに会場を移して開かれた祝賀会では、港町・須崎らしく新鮮な海の幸を中心に豪華
な料理をご用意いただいており、参加者一同、存分に味わわせていただきました。
須崎青年会議所の皆さま、おめでとうございました。そしてありがとうございました。

11 月行事予定
11月11日（土）
11月15日（水）
11月22日（水）
11月25日（土）

呉JC65周年
定例会
シニア例会
高知ブロック卒業式

11月11日（土）～12日（日） 土佐の豊穣祭
11月20日（月） 第4回大交流会
11月24日（金） 薩長土肥の会
11月29日（水） 市民憲章新旧忘年会

大ちゃんのお宝鑑定団

新入会員 3 分間スピーチ
お宝の取材も残すところあと2回になりました。今回の取材は直前理事長であり会員拡大つなぐ委員会の
パッショナーこと和泉潤君です。高知市春野町にあります和泉君の会社を訪問してきました。
何やら、懐かしいものが続々と出てくるではありませんか。なんと約30年前に流行ったキン肉マンのフィ
ギュアや、ビックリマンシールの数々が出てきたではありませんか（取材陣思わず驚嘆）。
子どものころに和泉君が毎日駄菓子屋さんに通い詰めて集めていたそうで、なかなか保存状態もよく、当
時の子どもは誰もが欲しがるシールばかりでした。これを鑑定しますと、スーパーゼウス15万円、スーパー
デビル4万円、シャーマンカーン2万円と高額すぎてびっくりしました（全部で100万円は下らないですね）。
これからも大事にされてくださいね。きっともっと価値が上がるはずです。
来月の定例会はつなぐ委員会の設営で、100％例会が開催されます。和泉君の3年越しの悲願を達成する時
が来ました。メンバーの皆さま、スケジュール調整をしていただき100％例会を達成しましょう。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 10 月 18 日（水）

サンライズホテルにて10月度定例会「土佐風土祭り継続継承・実行委員会の在り方」が開催されました。
はじめに、松浦佳貴君、壬生俊輔君、山中崇之君、吉冨慎作君、渡邉千絵君、渡辺麻衣君による新入会員3分間ス
ピーチが行われました。
定例会は、高橋筆頭副理事長挨拶、和泉直前理事長挨拶と続いた後、8月に高知城で開催された第3回土佐風
土祭り実行委員会のメンバーをお招きし、事業構築までの深く険しい道のりについて、様々な視点から貴重な
話を伺うことが出来ました。
土佐風土祭りは、次年度以降も同じ地で開催予定となっております。豊かで明るい町づくりを目指す人材・
企業をより多く巻き込みながらダイバーシティを実現させる事が、今後の事業継続継承の鍵となるのではな
いでしょうか。

9 月度シニア例会

2017 年 9 月 26 日（火）

9月度シニア例会「スポーツで地域活性！おらがチームとの交流」が、ラ・ヴィータで開催されました。高知で
活動する高知ファイティングドッグスと高知ユナイテッドSCの両チームの社長、監督、選手に来て頂き、チー
ムの活動や高知のスポーツ文化の活性への想いを聞かせて頂きました。
懇親会では、ここでしか聞けないマル秘エピソードもあり盛り上がりました。
高知JCはこれからも両チームの活動を応援していきます！

公開討論会

2017 年 10 月 6 日（金）

第48回衆議院議員総選挙の公示直前の10月6日に、ザ クラウンパレス新阪急高知にて、公開討論会「CHANGE
THE FUTURE 高知を変えるのは君たちだ‼」が開催されました。
今回、誰もが予想できなかったタイミングでの解散となり、与野党の動きも日々変化している中、また告知
期間が4日間しかないなど準備は困難を極めましたが、10月1日時点で高知県小選挙区に立候補を表明されて
いた大石宗氏、中谷元氏、広田一氏、松本顕治氏、山本有二氏、島﨑保臣氏の6名にご参加いただきました。
当日は、多くの高校生の来場もあり、立候補予定者が掲げる政策への理解を深め、県民の政治参画意識向上
に繋がる機会を作ることが出来なのではないでしょうか。

家族会

第66回全国大会「埼玉中央大会」が埼玉の地にて開
催されました。大会期間中はさまざまな事業が開催
され、
「 AWARDS JAPAN 2017」では、高知青年会議所
2016年度事業「ホップ☆ステップ☆なわとびジャン
プ」が青少年・人材育成部門にて優秀賞を頂きまし
た！！
大会式典では、青木会頭より今年の総括や、池田会
頭予定者からの2018年度の運動の方向を指し示すス
ピーチがありました。
卒業式では日本青年会議所寺尾専務理事の卒業生
代表のスピーチと続き、感動と一体感の中締めくく
左から当時の、高橋副委員長 られました。
恒例のロムナイトでは、会員拡大つなぐ委員会の
森本委員長、和泉理事長
設えのもとメンバー同士の懇親が深まりました。
参加されたメンバーの皆さま、お疲れさまでし
た！

2017 年 10 月 15 日（日）

「AWARDS JAPAN 2017」受賞

受賞式

毎年恒例の家族会が開催されました。今年は、種崎千松公園にて昔よく遊んだ「けいどろ」とBBQを行う予定
でしたが、雨までも家族会に参加したかったようで、急遽、坂元副理事長の事務所倉庫に場所を変更してBBQを
開催しました。
雨にも関わらず、多くのご家族に参加いただき、ご家族同士の交流も楽しそうにされていました。特に子ど
もたちはすぐに仲良くなり、倉庫中を走り回り笑い回り、とても素敵な時間を過ごすことができました。

会員拡大通信
10 月 13 日の大交流会にご参加頂きました皆さま、ありがとうございました。ＪＣをきちんと
伝える、伝わる場として 3 回目の開催となりました。今回もアンケートから 6 名の方からの主
体的な入会動機を確認できました。本年最後となる 11 月 20 日に開く第 4 回大交流会も全体運
動になるように頑張ります。皆さまのご協力、お力添えをどうかよろしくお願い致します。
会員拡大つなぐ委員会 委員長 田井 祐如
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2017 年 10 月 18 日（水）

サンライズホテルにて10月度定例会「土佐風土祭り継続継承・実行委員会の在り方」が開催されました。
はじめに、松浦佳貴君、壬生俊輔君、山中崇之君、吉冨慎作君、渡邉千絵君、渡辺麻衣君による新入会員3分間ス
ピーチが行われました。
定例会は、高橋筆頭副理事長挨拶、和泉直前理事長挨拶と続いた後、8月に高知城で開催された第3回土佐風
土祭り実行委員会のメンバーをお招きし、事業構築までの深く険しい道のりについて、様々な視点から貴重な
話を伺うことが出来ました。
土佐風土祭りは、次年度以降も同じ地で開催予定となっております。豊かで明るい町づくりを目指す人材・
企業をより多く巻き込みながらダイバーシティを実現させる事が、今後の事業継続継承の鍵となるのではな
いでしょうか。

9 月度シニア例会

2017 年 9 月 26 日（火）

9月度シニア例会「スポーツで地域活性！おらがチームとの交流」が、ラ・ヴィータで開催されました。高知で
活動する高知ファイティングドッグスと高知ユナイテッドSCの両チームの社長、監督、選手に来て頂き、チー
ムの活動や高知のスポーツ文化の活性への想いを聞かせて頂きました。
懇親会では、ここでしか聞けないマル秘エピソードもあり盛り上がりました。
高知JCはこれからも両チームの活動を応援していきます！

公開討論会

2017 年 10 月 6 日（金）

第48回衆議院議員総選挙の公示直前の10月6日に、ザ クラウンパレス新阪急高知にて、公開討論会「CHANGE
THE FUTURE 高知を変えるのは君たちだ‼」が開催されました。
今回、誰もが予想できなかったタイミングでの解散となり、与野党の動きも日々変化している中、また告知
期間が4日間しかないなど準備は困難を極めましたが、10月1日時点で高知県小選挙区に立候補を表明されて
いた大石宗氏、中谷元氏、広田一氏、松本顕治氏、山本有二氏、島﨑保臣氏の6名にご参加いただきました。
当日は、多くの高校生の来場もあり、立候補予定者が掲げる政策への理解を深め、県民の政治参画意識向上
に繋がる機会を作ることが出来なのではないでしょうか。

家族会

第66回全国大会「埼玉中央大会」が埼玉の地にて開
催されました。大会期間中はさまざまな事業が開催
され、
「 AWARDS JAPAN 2017」では、高知青年会議所
2016年度事業「ホップ☆ステップ☆なわとびジャン
プ」が青少年・人材育成部門にて優秀賞を頂きまし
た！！
大会式典では、青木会頭より今年の総括や、池田会
頭予定者からの2018年度の運動の方向を指し示すス
ピーチがありました。
卒業式では日本青年会議所寺尾専務理事の卒業生
代表のスピーチと続き、感動と一体感の中締めくく
左から当時の、高橋副委員長 られました。
恒例のロムナイトでは、会員拡大つなぐ委員会の
森本委員長、和泉理事長
設えのもとメンバー同士の懇親が深まりました。
参加されたメンバーの皆さま、お疲れさまでし
た！

2017 年 10 月 15 日（日）

「AWARDS JAPAN 2017」受賞

受賞式

毎年恒例の家族会が開催されました。今年は、種崎千松公園にて昔よく遊んだ「けいどろ」とBBQを行う予定
でしたが、雨までも家族会に参加したかったようで、急遽、坂元副理事長の事務所倉庫に場所を変更してBBQを
開催しました。
雨にも関わらず、多くのご家族に参加いただき、ご家族同士の交流も楽しそうにされていました。特に子ど
もたちはすぐに仲良くなり、倉庫中を走り回り笑い回り、とても素敵な時間を過ごすことができました。

会員拡大通信
10 月 13 日の大交流会にご参加頂きました皆さま、ありがとうございました。ＪＣをきちんと
伝える、伝わる場として 3 回目の開催となりました。今回もアンケートから 6 名の方からの主
体的な入会動機を確認できました。本年最後となる 11 月 20 日に開く第 4 回大交流会も全体運
動になるように頑張ります。皆さまのご協力、お力添えをどうかよろしくお願い致します。
会員拡大つなぐ委員会 委員長 田井 祐如

須崎青年会議所

創立 60 周年

2017 年 10 月 21 日（土）
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