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2016 年 11 月 22 日（火）

11月度シニア例会並びに「日和﨑二郎先輩の株式
会社ヒワサキ 相談役就任を祝う会」が開催され
ました。
和泉理事長による現役報告、宮地貴嗣先輩による
代表世話人挨拶と続き、岡内啓明先輩は第37回全
国大会高知大会誘致時のエピソードを交え、祝辞
を述べられました。西岡邦彦先輩の乾杯のご発声
により祝宴が始まると、思い出話に花が咲き会場
は大いに盛り上がりました。日和﨑守君による親
父に捧げるエールで会場のボルテージは最高潮
に！近森正久先輩による最後の一発締めまで笑
顔の絶えない会となりました。
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1 月行事予定
1月 3日（火）
1月 7日（土）
1月13日（金）
1月14日（土）

体育初め式
中村青年会議所新年賀詞交換会
岡山青年会議所賀詞交換会
宿毛青年会議所賀詞交換会
徳島青年会議所新春互例会
高松青年会議所新年会
1月17日（火） 松山青年会議所賀詞交換会
南国青年会議所新年賀詞交歓会

1月19日（木）～22日（日）
京都会議
国立京都国際会館他
1月25日（水） 高知青年会議所1月度定時総会
賀詞交換会
1月28日（土） 土佐清水青年会議所賀詞交換会

大ちゃんのお宝鑑定団
多方面での情報通である青年会議所メンバーのお宝を鑑定していく企画
です。名付けて「大ちゃんのお宝鑑定団」。記念すべき第１回目に登場のメ
ンバーは、第65代理事長の水谷太一君です。
水谷君は、2012年度後期入会で入会以来、欠かす事無く世界会議、ASPACへ
参加している様で、各地で集めた品々がお宝だとの事。中でも、2014年の世
界会議でドイツのライプチヒに、﨑田先輩、田中君（土佐清水JC）と訪れた
際に、今は無きドイツ東西ベルリンの壁の破片を売っていたので購入しま
した。コンクリートの破片が売られているのもビックリですよね(笑)。
ここで、ベルリンの壁の破片に大ちゃんの鑑定が入ります。
大ちゃん...「普通日本では、コンクリート破片はゴミ同然!しかも、大きさ
も消しゴムサイズ。瓦屋目線でみても処分費を貰わないかんけど」
水谷君...「今の現状、同じコンクリートは入手困難な為、貴重な物みたい
ですよ」
大ちゃん...「う～ん。100円位のもんじゃろぅ？」
結果は、最後に発表します。
水谷君忙しい中、取材協力頂きありがとうございました。
それでは、本人購入価格3500円だそうです。お後がよろしいようで。

編集後記

第 65 代 理事長 水谷 太一 君

2017年度(公社)高知青年会議所広報誌「COM」を担当します瓦’s市民憲章発信委員会です。今年度より広
報誌が、現役メンバーにはメールでのカラ―配信となり、会員拡大活動を分かりやすく伝えるためのス
ペースも新設しました。メンバーの“瓦ぬ”活躍を発信していきますので、一年間委員会メンバー共々よ
ろしくお願いします。
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【雄飛の刻】～青年が未来を変える瞬間～

新年あいさつ

12 月度定時総会

皆様、新年あけましておめでとうございます。2016年度関連事業に対しまして、多大なご支援とご協力を賜
りました事を厚くお礼申し上げます。
2017年度は「雄飛の刻～青年が未来を変える瞬間～」をスローガンに掲げ、皆様に恥じぬよう、65年の歴史あ
る青年会議所の代表という気概と覚悟を持って、全力で運動を起こして参ります。我々が本気でこの地域を
変えようと思い、恐れずに行動出来たならば、この地域は必ず光り輝きます。私が先頭に立ち、会員が一丸と
なって運動を起こせるよう主体的に行動し、青年会議所らしい事業を発信する事で、我々の存在価値を高
め、地域において中心的な役割を果たす事が出来ると確信しております。
新しい年が皆様にとって輝かしい一年であります事を心よりお祈り申し上げますとともに、新年のご挨拶
とさせて頂きます。
公益社団法人 高知青年会議所 第65代理事長 水谷 太一

2016 年度後期新入会員事業

～発見！！高知のえいモン GO ～

2016 年 12 月 18 日（日）

高知市立第六小学校にて、2016年度後期新入会員事業「～フォトロゲイニングで回る高知の街～発見!!高
知のえいモンGO」が開催されました。フォトロゲイニングとは、地図上に示されたチェックポイントを自分
達の足で回り、チェックポイントで写真を撮影する事でポイントを獲得し、勝敗を競うゲームです。天候に
も恵まれ、50組（総勢159名）の参加者は、思い思いの作戦を練りゴールまで市内を駆け回りました。
後期新入会員の皆様、一致団結しての事業構築から実施まで大変お疲れ様でした。

2016 年 12 月 21 日（水）

12月度定時総会が、ザ クラウンパレス新阪急高知にて開催されました。
和泉理事長から挨拶が始まり、松岡直前理事長の挨拶後、専務理事報告・出向者報告・委員会報告・会員拡
大戦略会議報告・部会報告が行われ、それぞれに1年間の総括と感謝を述べました。その後、2017年度委員
会紹介を兼ねた委員会報告が行われ、各次年度委員長より意気込みや、委員会の活動内容等を語りかけ
て頂きました。総会は、監事2人による監事講評へと続き、滞りなく終了致しました。

2016 年度 卒業式・大懇親会

2016 年 12 月 21 日（水）

第 1 回高知県ロープジャンプ大会 2016
「ホップ☆ステップ☆なわとびジャンプ !!」2016 年 12 月 10 日（土）
総会に続き、卒業式・大懇親会が盛大に執り行われました。
今年は、昭和51年辰年生まれのメンバー19名が卒業を迎え、シニアクラブメンバーと現役メンバーらに
よって見送られました。和泉理事長の挨拶と水谷次年度理事長予定者の送辞、卒業証書授与、記念品贈呈、
花束贈呈に続き、宮地貴嗣先輩より祝辞を賜りました。また、卒業生の谷岡君から記念品贈呈、亀尾君から
は答辞が述べられました。大懇親会は、卒業生一同による「辰組音頭」の後、佐竹先輩の激励の言葉と乾杯の
ご発声でスタートしました。小松君は、涙ながらに現役メンバーへの感謝の想いを語りかけました。最後
は、執行部一同と卒業生による、エール交換が行われるとともに、近森先輩の一本締めで締めくくられまし
た。
卒業生の皆様、青年会議所活動お疲れ様でした。
高知市五台山のくろしおアリーナで、
「 第1回高知県ロープ
ジャンプ大会2016 ホップ☆ステップ☆なわとびジャン
プ!!」が開かれました。大会には、西は宿毛、東は安芸、県内
各地から沢山の小学生が参加してくれました。参加した小
学生達は自分が持てる力を最大限に発揮し優勝目指して頑
張ってくれました。なかでも、個人戦高学年の部で2冠に輝
いた高須小の中川心優さんは、時間とび決勝では規定時間
いっぱいの30分間飛び続けるという快挙を達成。会場は大
きな拍手で包まれました。団体戦では前評判通り伊尾木小
チームが1分間に149回を飛び優勝しました。参加者や学校
関係者からは、
「2回目を開催して欲しい」という言葉も飛び
出る位ヒートアップした大会となりました。

会員拡大通信
2017 年度は「全員で取り組める増える拡大」を目指します。勧誘が苦手な人
でも取り組める活動方法を用意し、誰もが入りたくなる様な高知 JC の魅力を
増やします。とにかく 1 年間全力で走ります！何卒宜しくお願いします。
会員拡大つなぐ委員会 委員長 田井 祐如
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賀詞交換会
1月28日（土） 土佐清水青年会議所賀詞交換会

大ちゃんのお宝鑑定団
多方面での情報通である青年会議所メンバーのお宝を鑑定していく企画
です。名付けて「大ちゃんのお宝鑑定団」。記念すべき第１回目に登場のメ
ンバーは、第65代理事長の水谷太一君です。
水谷君は、2012年度後期入会で入会以来、欠かす事無く世界会議、ASPACへ
参加している様で、各地で集めた品々がお宝だとの事。中でも、2014年の世
界会議でドイツのライプチヒに、﨑田先輩、田中君（土佐清水JC）と訪れた
際に、今は無きドイツ東西ベルリンの壁の破片を売っていたので購入しま
した。コンクリートの破片が売られているのもビックリですよね(笑)。
ここで、ベルリンの壁の破片に大ちゃんの鑑定が入ります。
大ちゃん...「普通日本では、コンクリート破片はゴミ同然!しかも、大きさ
も消しゴムサイズ。瓦屋目線でみても処分費を貰わないかんけど」
水谷君...「今の現状、同じコンクリートは入手困難な為、貴重な物みたい
ですよ」
大ちゃん...「う～ん。100円位のもんじゃろぅ？」
結果は、最後に発表します。
水谷君忙しい中、取材協力頂きありがとうございました。
それでは、本人購入価格3500円だそうです。お後がよろしいようで。

編集後記

第 65 代 理事長 水谷 太一 君

2017年度(公社)高知青年会議所広報誌「COM」を担当します瓦’s市民憲章発信委員会です。今年度より広
報誌が、現役メンバーにはメールでのカラ―配信となり、会員拡大活動を分かりやすく伝えるためのス
ペースも新設しました。メンバーの“瓦ぬ”活躍を発信していきますので、一年間委員会メンバー共々よ
ろしくお願いします。
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【雄飛の刻】～青年が未来を変える瞬間～

新年あいさつ

12 月度定時総会

皆様、新年あけましておめでとうございます。2016年度関連事業に対しまして、多大なご支援とご協力を賜
りました事を厚くお礼申し上げます。
2017年度は「雄飛の刻～青年が未来を変える瞬間～」をスローガンに掲げ、皆様に恥じぬよう、65年の歴史あ
る青年会議所の代表という気概と覚悟を持って、全力で運動を起こして参ります。我々が本気でこの地域を
変えようと思い、恐れずに行動出来たならば、この地域は必ず光り輝きます。私が先頭に立ち、会員が一丸と
なって運動を起こせるよう主体的に行動し、青年会議所らしい事業を発信する事で、我々の存在価値を高
め、地域において中心的な役割を果たす事が出来ると確信しております。
新しい年が皆様にとって輝かしい一年であります事を心よりお祈り申し上げますとともに、新年のご挨拶
とさせて頂きます。
公益社団法人 高知青年会議所 第65代理事長 水谷 太一

2016 年度後期新入会員事業

～発見！！高知のえいモン GO ～

2016 年 12 月 18 日（日）

高知市立第六小学校にて、2016年度後期新入会員事業「～フォトロゲイニングで回る高知の街～発見!!高
知のえいモンGO」が開催されました。フォトロゲイニングとは、地図上に示されたチェックポイントを自分
達の足で回り、チェックポイントで写真を撮影する事でポイントを獲得し、勝敗を競うゲームです。天候に
も恵まれ、50組（総勢159名）の参加者は、思い思いの作戦を練りゴールまで市内を駆け回りました。
後期新入会員の皆様、一致団結しての事業構築から実施まで大変お疲れ様でした。

2016 年 12 月 21 日（水）

12月度定時総会が、ザ クラウンパレス新阪急高知にて開催されました。
和泉理事長から挨拶が始まり、松岡直前理事長の挨拶後、専務理事報告・出向者報告・委員会報告・会員拡
大戦略会議報告・部会報告が行われ、それぞれに1年間の総括と感謝を述べました。その後、2017年度委員
会紹介を兼ねた委員会報告が行われ、各次年度委員長より意気込みや、委員会の活動内容等を語りかけ
て頂きました。総会は、監事2人による監事講評へと続き、滞りなく終了致しました。

2016 年度 卒業式・大懇親会

2016 年 12 月 21 日（水）

第 1 回高知県ロープジャンプ大会 2016
「ホップ☆ステップ☆なわとびジャンプ !!」2016 年 12 月 10 日（土）
総会に続き、卒業式・大懇親会が盛大に執り行われました。
今年は、昭和51年辰年生まれのメンバー19名が卒業を迎え、シニアクラブメンバーと現役メンバーらに
よって見送られました。和泉理事長の挨拶と水谷次年度理事長予定者の送辞、卒業証書授与、記念品贈呈、
花束贈呈に続き、宮地貴嗣先輩より祝辞を賜りました。また、卒業生の谷岡君から記念品贈呈、亀尾君から
は答辞が述べられました。大懇親会は、卒業生一同による「辰組音頭」の後、佐竹先輩の激励の言葉と乾杯の
ご発声でスタートしました。小松君は、涙ながらに現役メンバーへの感謝の想いを語りかけました。最後
は、執行部一同と卒業生による、エール交換が行われるとともに、近森先輩の一本締めで締めくくられまし
た。
卒業生の皆様、青年会議所活動お疲れ様でした。
高知市五台山のくろしおアリーナで、
「 第1回高知県ロープ
ジャンプ大会2016 ホップ☆ステップ☆なわとびジャン
プ!!」が開かれました。大会には、西は宿毛、東は安芸、県内
各地から沢山の小学生が参加してくれました。参加した小
学生達は自分が持てる力を最大限に発揮し優勝目指して頑
張ってくれました。なかでも、個人戦高学年の部で2冠に輝
いた高須小の中川心優さんは、時間とび決勝では規定時間
いっぱいの30分間飛び続けるという快挙を達成。会場は大
きな拍手で包まれました。団体戦では前評判通り伊尾木小
チームが1分間に149回を飛び優勝しました。参加者や学校
関係者からは、
「2回目を開催して欲しい」という言葉も飛び
出る位ヒートアップした大会となりました。

会員拡大通信
2017 年度は「全員で取り組める増える拡大」を目指します。勧誘が苦手な人
でも取り組める活動方法を用意し、誰もが入りたくなる様な高知 JC の魅力を
増やします。とにかく 1 年間全力で走ります！何卒宜しくお願いします。
会員拡大つなぐ委員会 委員長 田井 祐如
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