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つなごう絆

Report

つくろう未来

2017年1月17日（火） ダイワロイネット和歌山

新春交歓会

60 周年記念式典委員会 委員長 青木智子

1 月 17 日
（火）
にダイワロイネット和歌山にて和歌山市長

たが、委員会メンバー、現役会員全員のご協力のおかげで

尾花正啓様をはじめとするご来賓の皆様、公益社団法人日

60 周年という節目の年の幸先の良いスタートを切ること

本青年会議所近畿地区協議会会長

ができたと実感しています。皆様本当にありがとうござい

松本竜悟様をはじめと

する来訪ＪＣの皆様、シニア・クラブ会長

田中恵紳様

ました。

をはじめとする特別会員の皆様をお迎えして総勢 173 名
で新春交歓会を行いました。有田直前理事長から「突破」
のスローガンのもと、行った 2016 年度の事業報告、水
野理事長から今年のスローガン『“翔〜 kakeru 〜”翔け抜
けよう ! 次世代へ』にかける決意を力強くご挨拶いただき
ました。そして、ご来賓からのご祝辞、鏡開き、乾杯の
後、2017 年役員紹介、そして、各委員長からは担当する
事業への熱い意気込みを込めた事業発表していただきまし
た。私自身委員長としての初めての事業で大変緊張しまし

筝楽会様によるオープニングの演奏

役員紹介

理事長挨拶

尾花和歌山市長様からの祝辞

2017 年度の開運を祈っての鏡開き

担当された 60 周年記念式典委員会の皆さん
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2017年1月20日（金）〜22日（日） 国立京都国際会館

京都会議

総務広報委員会 委員 辻本章統

２０１７年 1 月２０日〜２２日まで国立京都国際会館に
て京都会議が開催されました。和歌山青年会議所からも多
くのメンバーが参加いたしました。
今年の「日本道〜未来への投資〜」を開催テーマに、「世
のため人のためが自分のため」という未来への投資を行う
考え方が、日本道とし、日本ＪＣ出向者が、日本道を歩む
意識を持ち、２０１７年度の 政策を発信し、全ての会員
とともに政策の実現に向けての行動を開始するという趣旨
の基、多くのセミナーやフォーラムが開催され学び多い週

国際会館前

末となりました。

地区ナイト 松本会長と和歌山LOMからの出向メンバーの皆さん
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新年式典

2017年1月21日（土） カフェ＆ブラッスリー

青木会頭挨拶

パリ２１区に

日本青年会議所

総会

パリ２１区

京都会議ＬＯＭナイト

１月２１日
（土）カフェ＆ブラッスリー

集合写真

渉外推進委員会 委員長 佐武真介

るようなゲームを企画し、参加していただくことで、新体

て、和歌山青年会議所の恒例事業となります京都会議ＬＯ

制となるＬＯＭメンバーの親睦が深まったと考えています。

Ｍナイトを開催いたしました。当日は大変寒く、例年とは

企画段階から委員会メンバーに助けていただいて少しずつ

場所が違い遠方の地にも関わらず、出向者をはじめ沢山の

形になっていき、また当日には敬愛する先輩にお志をいただ

メンバーにご参加いただけたことを深く感謝申し上げま

き激励してもらい、一つの事業を実施するにあたり沢山の人

す。皆さまのおかげで盛大に出向者を激励することができ

たちから支えられていることを改めて実感いたしました。
一年間、渉外推進委員会は翔け抜けていきますので、ど

たと思います。
渉外推進委員会では出向者と参加者に楽しんでいただけ

会場前にての集合写真

うぞよろしくお願いいたします。

近畿地区 地域社会貢献構築委員会さんによる地区大会PR 近畿地区協議会 松本会長から
志をいただきました。
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2017年1月24日（火）

拡大セミナー～拡大を全員の運動へ～

会員拡大委員会 委員長 咲間計太

１月２４日に河北コミュニティセンターにて初めての試

き、実りのあるグループワークになったと思います。本当

みとなる拡大セミナー～拡大を全員の運動へ～を開催させ

にありがとうございました。是非とも拡大セミナーの内容

ていただきました。これはサブタイトルにもありますよう

を活用して候補者にアプローチしていただけたらと思いま

に「拡大を全員の運動へ」をテーマとして、スライドを使っ

す。我々会員拡大委員会は目標を掲げて拡大運動に邁進し

た講演やグループワーク等を行わせていただきました。こ

てまいりますが、我々だけでは限界があります。和歌山青

のセミナーで一番重要としていた「和歌山青年会議所の魅

年会議所現役会員の皆様全員で拡大運動をして目標を達成

力」については、各々考えていただいたことをグループワー

しましょう。よろしくお願いいたします。

クで話し合っていただきました。真剣に取り組んでいただ

咲間委員長が拡大への想いを熱弁
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グループワークの様子

グループワーク後の発表の様子

2017年2月1日（水）

北方領土返還要求街頭啓発運動

国際交流委員会 委員長 本田博則

平成２９年２月１日（水）、早朝の和歌山市の気温は０度

早期返還の実現に向けた運動を継続させていかなければな

という真冬日の中、本年度も北方領土返還要求街頭啓発運

らないと強く感じた運動でした。早朝のお忙しい時間帯に

動が実施されました。北方四島は、１９４５年にソ連に法

もかかわらずたくさんメンバーの皆様に参加していただき

的根拠なく占拠され、ソ連が崩壊して、ロシアとなった現

ありがとうございました。引き続き国際交流委員会にご支

在もその状態が続いています。私自身この運動に参加させ

援ご協力の程宜しくお願いします。

ていただくまでは、まるで他人事のようにこの問題につい
て考えていました。しかし、近くて遠い故郷への自由訪問
を切に願う元島民の方々の強い思いなどを知り、決して他
人事ではなく全国民の問題だと認識しました。早期返還の
思いを強くし、国民一人ひとりが北方領土問題に関する正
しい理解と関心を深め、その力を集結し、政府の外交交渉
を後押ししていくことが重要です。我々青年世代が率先し
てこの運動を行い一人でも多くの国民の気持ちを啓発し、

市駅

チラシ配布風景

理事長挨拶

和歌山駅

集合写真

和歌山駅 チラシ配布風景

わとらんさんぽ ～ Fishing is good マリーナシティの巻～
今回訪れたのはリゾートの魅力が広が
る「和歌山マリーナシティ海釣り公園」ら

こんなところに
可愛い猫が♡

ん。「海洋釣り堀」と「釣り公園」の 2 つの
釣りスポットで初心者からベテランまで、
釣りが楽しめるスポットになっているら

じゃじゃ〜ん！！

んよ。
受付に進むと、まずは看板娘の「マリーナ
ちゃん」が迎えてくれるらん。わとらん
にも負けない人懐っこさとキュートさが、
釣り人の心をいやしてくれること間違い

みんなたのしんでる
らんね〜

なしだらん。
また、公園内には「レンタル竿」や釣った

手ぶらでも
安心らん

魚をその場で調理できる「調理室」などの
設備も充実していて、調理が苦手な人に
は持っていけば「黒潮市場」で調理してく
れるというサービスもあるらん。今回、

わとらん！
いきま〜す !!

わとらんは釣りに挑戦できなかったけど、
次回は大物をゲットして、マリーナちゃ
んにプレゼントしたいらん。
最後にここの名（迷？）物を紹介しますら
ん。その名も「真鯛アイス」・・・
（汗）バ
ニラアイスの中に真鯛の身が入っていて、
ここだけでしか食べられない一品らん！
え？味？？それは諸君らに実際に食べて
感じてもらうとしよう。では、さらばらん。

マリーナちゃんと
2 ショットらん♪

思っていた
以上に鯛が
入ってるらん ( 驚）

３月度告知

3月

『3 月度例会』

2017 年 3 月 18 日（土）19：00 ～ 21：00
和歌山ビック愛 1 階 大ホール
3 月度例会は、和歌山の魅力について、様々な世代や立場のパネラー 3 名が対
談し、我々が住み暮らす『まち』の魅力再発見や発信方法についてトークセッショ
ンいたします。我々にとって学び多き機会となりますので、皆さま、奮っての
ご参加お待ち申し上げております。
（例会委員会 委員長 橋本 康秀）

スケジュール

6

月

第5回財政規則審査会議

事務局

8

水

第6回三役会

㈱ＮＷＳ

13 月

理事会

和歌山商工会議所４階
特別会議室

18 土

例会
第３回会員会議所会議

19 日
副会頭訪問

和歌山

第6回財政規則審査会議

事務局

近畿地区正副会長会議

京都

23 木

近畿地区役員会議

京都

24 金

第7回三役会

㈱ＮＷＳ

25 土

日本ＪＣ総会

28 火

委員長会議

22 水

編集・発行
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