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「こんなまちにすみたい」という思いを未来の高知を担う子ども達に描いてもらおうと開かれた図画コ
ンクールの表彰式が１１月３日（金）に行われました。
今年は市内２８の小学校から３２０９点の応募がありました。その中で当会議所の理事長賞を含む１２
点の特別賞が選ばれました。選ばれました作品は来年のカレンダーとなります！！今年は選ばれました作
品の中にメンバーの息子さんもいました！！
子ども達が描いていた「こんなまちにすみたい」作品は個性豊かな「まち」がたくさん溢れておりました。

１２月行事予定
12月 2日（土） 須崎JC忘年会

12月10日（日） 後期新入会員事業「あなたの愛が子ども
を変える！子どものやる気育成術！」

12月20日（水） 12月度総会・卒業式 12月22日（金） 安芸JC忘年会

大ちゃんのお宝鑑定団

後期新入会員による
3 分間スピーチ
今年度最後のお宝鑑定団です。
１年間、執行部や理事の皆さまの思い入れのある品を鑑定させて頂き
まして、ありがとうございました。
予定者の段階では、出来るかどうか不安でいっぱいでしたが、支えてく
れた委員会メンバーがいたから、１年間乗り切ることが出来ました。あり
がとうございました。
このコーナーを応援して頂いた現役・シニアメンバーの皆さま、読んで
くださいありがとうございました。大変感謝しております。

前田

11 月度定例会

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

〒780-0870

村山

高知市本町 2-1-15 安藤ビル 3F
TEL 088-875-7109 FAX 088-824-0648
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2017 年 11 月 15 日（水）

１１月度レビュー定例会がＴＯＨＯシネマズ高知で執り行われました。各委員会の１年を振り返る動画は
どの委員会も趣向を凝らし、映画館のスクリーンで見るムービーは笑いと感動に包まれた楽しい定例会とな
りました。また、今定例会は和泉直前理事長の思いのこもったメンバーの出席率１００％を目指す定例会でし
た。残念ながら目標は達成できませんでしたが、いつか１００％達成できるようメンバー一同で邁進していき
たいものです。会員拡大つなぐ委員会の皆さま、大変な準備の方お疲れさまでした。

高知２１世紀クラブ

2017 年 10 月 26 日（木）

第７回「高知２１世紀クラブ」が三翠園で開かれました。同会は、高知青年会議所のメンバーと県内政財界の
トップが自由に懇談する機会を設けようと、四国銀行、高知銀行、高知新聞社の３社が主催されています。
高橋筆頭副理事長による現役報告の後、日和﨑次年度理事長予定者のあいさつがあり、
「開物成務」のスロー
ガンのもと当会議所創立６５周年の節目の年を全力でまい進することを誓いました。県経営者協会の竹内康
雄会長の乾杯により開宴、来賓としてご出席の尾﨑正直知事も最後まで参加者と懇談されるなど、おおいに盛
り上がりました。中締めの「明日のために」のソングリーダーは森田陽介君が務め、その後、市川真千君、和田信
治君、山中崇之君がエールを主催３社に送り、西山昌男先輩の一発締めで閉会となりました。

第３回ひよこ会

2017 年 11 月 6 日（月）

料理処 希満里にて第３回ひよこ会が開かれました。今回は第１２代
理事長竹村維早夫先輩と日和﨑守次年度理事長予定者、そして顧問の岡
内啓明先輩が参加。女性多数のなか少し緊張気味の３人でしたが、司牡
丹大吟醸での乾杯後は日本酒のように滑らかな雰囲気となりました。
高知ＪＣ設立時の当事者にしか知り得ないエピドード、歴代理事長の
会「おんどり会」の名前の由来や全国大会誘致での掛け合い合戦等、大変
貴重なお話を拝聴することができました。
来年３月に開催予定の次回には、日和﨑君が三役と共に「現役女性メ
ンバーを率いて参加します」と約束。メンバーの皆さんも楽しみにされ
ていました。
ひよこ会参加者…中田由季、牛田美香、松山倫子、嶋﨑博子、雨森ひとみ、
岩井陽子、荒井奈々絵、大石千景、野口美香、藍原緑

（公社）呉青年会議所６５周年

2017 年 11 月 11 日（土）

土佐の豊穣祭２０１７が今年も開催され、高知青年会議所も参加しました。
中央公園の入り口にブースを構えて、肉豆腐やマンゴーアイスなど“高知の食”を提供しました。
１日目は、全体の来場者も少なかったのかあまり売り上げは上がりませんでしたが、２日目の日曜日は大盛
況で売り上げを目標に乗せることができました。来場されたお客さまには高知の食を堪能して頂けたと思い
ます。参加されたメンバーの皆さま、お疲れさまでした。

１０月シニア例会

2017 年 10 月 25 日（水）
クレイトンベイホテルで行われた公益社団法人呉青年会議所の創立６５周年記念日例会に出席して参りま
した。藤井理事長のどストレートな挨拶はとても心に響くものがありました。懇親会では呉期間限定アイドル
Senkan大和のパフォーマンスや呉青年会議所メンバーによるダンスなどで、とても盛り上がりました。呉青年
会議所との友好の象徴として準備して頂いたフレンドシップタワー（シャンパンタワー）では和泉直前理事長
と藤井理事長が一緒に舞台に上がりました。呉青年会議所の皆さま、ご盛会おめでとうございました。

会員拡大通信
今回は「帝国ビジネス講座」と題しまして株式会社帝国データバンク高知支店長の笠井勇治様をお招きし、
得月楼にて開催されました。高知県の景気や各業界の動向、産業構造の分析などについてご講演して頂きまし
た。参加されたシニア・現役メンバーは真剣な眼差しで聞き入っておられました。
講演後の懇親会でも、笠井様を交えて活発な意見交換がなされており、大変有意義なシニア例会となりまし
た。

本年の会員拡大活動は、メンバーの資質向上を図り、しっかりと青年会議所活動に取り組み、
周囲に伝えることで「増える拡大」を全体運動にするべく取り組んで参りました。沢山の方々
にご協力いただきました事、感謝申し上げます。お陰様で２０１７年は前期１４名・後期１９
名の新入会員を迎えましたが、まだまだ道半ばです！本年最後のご挨拶となりますが、これか
らも皆さまのご支援ご協力宜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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第３回ひよこ会

2017 年 11 月 6 日（月）

料理処 希満里にて第３回ひよこ会が開かれました。今回は第１２代
理事長竹村維早夫先輩と日和﨑守次年度理事長予定者、そして顧問の岡
内啓明先輩が参加。女性多数のなか少し緊張気味の３人でしたが、司牡
丹大吟醸での乾杯後は日本酒のように滑らかな雰囲気となりました。
高知ＪＣ設立時の当事者にしか知り得ないエピドード、歴代理事長の
会「おんどり会」の名前の由来や全国大会誘致での掛け合い合戦等、大変
貴重なお話を拝聴することができました。
来年３月に開催予定の次回には、日和﨑君が三役と共に「現役女性メ
ンバーを率いて参加します」と約束。メンバーの皆さんも楽しみにされ
ていました。
ひよこ会参加者…中田由季、牛田美香、松山倫子、嶋﨑博子、雨森ひとみ、
岩井陽子、荒井奈々絵、大石千景、野口美香、藍原緑

（公社）呉青年会議所６５周年

2017 年 11 月 11 日（土）

土佐の豊穣祭２０１７が今年も開催され、高知青年会議所も参加しました。
中央公園の入り口にブースを構えて、肉豆腐やマンゴーアイスなど“高知の食”を提供しました。
１日目は、全体の来場者も少なかったのかあまり売り上げは上がりませんでしたが、２日目の日曜日は大盛
況で売り上げを目標に乗せることができました。来場されたお客さまには高知の食を堪能して頂けたと思い
ます。参加されたメンバーの皆さま、お疲れさまでした。

１０月シニア例会

2017 年 10 月 25 日（水）
クレイトンベイホテルで行われた公益社団法人呉青年会議所の創立６５周年記念日例会に出席して参りま
した。藤井理事長のどストレートな挨拶はとても心に響くものがありました。懇親会では呉期間限定アイドル
Senkan大和のパフォーマンスや呉青年会議所メンバーによるダンスなどで、とても盛り上がりました。呉青年
会議所との友好の象徴として準備して頂いたフレンドシップタワー（シャンパンタワー）では和泉直前理事長
と藤井理事長が一緒に舞台に上がりました。呉青年会議所の皆さま、ご盛会おめでとうございました。

会員拡大通信
今回は「帝国ビジネス講座」と題しまして株式会社帝国データバンク高知支店長の笠井勇治様をお招きし、
得月楼にて開催されました。高知県の景気や各業界の動向、産業構造の分析などについてご講演して頂きまし
た。参加されたシニア・現役メンバーは真剣な眼差しで聞き入っておられました。
講演後の懇親会でも、笠井様を交えて活発な意見交換がなされており、大変有意義なシニア例会となりまし
た。

本年の会員拡大活動は、メンバーの資質向上を図り、しっかりと青年会議所活動に取り組み、
周囲に伝えることで「増える拡大」を全体運動にするべく取り組んで参りました。沢山の方々
にご協力いただきました事、感謝申し上げます。お陰様で２０１７年は前期１４名・後期１９
名の新入会員を迎えましたが、まだまだ道半ばです！本年最後のご挨拶となりますが、これか
らも皆さまのご支援ご協力宜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

こんなまちにすみたい図画コンクール

2017 年 11 月 3 日（金）
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「こんなまちにすみたい」という思いを未来の高知を担う子ども達に描いてもらおうと開かれた図画コ
ンクールの表彰式が１１月３日（金）に行われました。
今年は市内２８の小学校から３２０９点の応募がありました。その中で当会議所の理事長賞を含む１２
点の特別賞が選ばれました。選ばれました作品は来年のカレンダーとなります！！今年は選ばれました作
品の中にメンバーの息子さんもいました！！
子ども達が描いていた「こんなまちにすみたい」作品は個性豊かな「まち」がたくさん溢れておりました。

１２月行事予定
12月 2日（土） 須崎JC忘年会

12月10日（日） 後期新入会員事業「あなたの愛が子ども
を変える！子どものやる気育成術！」

12月20日（水） 12月度総会・卒業式 12月22日（金） 安芸JC忘年会

大ちゃんのお宝鑑定団

後期新入会員による
3 分間スピーチ
今年度最後のお宝鑑定団です。
１年間、執行部や理事の皆さまの思い入れのある品を鑑定させて頂き
まして、ありがとうございました。
予定者の段階では、出来るかどうか不安でいっぱいでしたが、支えてく
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がとうございました。
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