JC NEWS
WAKAYAMA
2 0 2 0 . 1 0

N o . 6 5 9

一般社団法人

和歌山青年会議所
www.wakayama-jc.net

２０２０年８月２５日（火） 和歌山ビッグ愛

Report

８月度定時総会

８月２５日（火）、和歌山ビッグ愛にて一般社団法人和歌

総務委員会

委員長

東

紘資

も１００％回収することができ、ひとえに各委員長の皆様、

山青年会議所８月定時総会が開催されました。

メンバーの皆様のご協力があったからこそだと心より感謝

本総会におきまして、２０２０年度補正予算、２０２１年

しております。

度役員等予定者に関する議件が無事に可決承認されまし

結びになりますが、本総会を終え、和歌山青年会議所がさ

た。

らに強固な組織となり、２０２０年度における運動発信の

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、座席の配置や

昇華につながっていくとともに、２０２１年度における組

入場方法等において、新たな工夫と対策が必要となりまし

織体制構築の基盤が整ったと確信することができました。

た。至らぬ点も多々あったと存じますが、大きなトラブル

本事業へご参加いただいた皆様、ご協力いただいたメン

もなく企画・運営をすることができました。また、委任状

バーの皆様、本当にありがとうございました。

松下理事長による挨拶

川瀬理事長予定者による挨拶

補正予算を説明する堀井専務理事

総会終了後に募金活動する有村委員長

２０２０年８月２８日（金） 和歌山中央コミュニティセンター

Report

２０２０年度仮入会者説明会

会員拡大委員会

８月２８日（金）和歌山中央コミュニティセンターにて

委員長

辻本

大介

入会して現在に至るまでの経験や想いが語られ、入会候補

仮入会者説明会を開催いたしました。

者一人ひとりが真剣な眼差しで聞かれている様子が伺えま

例年とは違い少人数での開催となりましたが、新型コロナ

した。

ウイルス感染拡大により会合への参加が懸念される中、入

残念ながら懇親会を兼ねた名刺交換会は開催されませんでし

会候補者の皆様にご参加いただけたことは、現役会員全員

たが、仮入会者説明会後、会場内にて現役会員との名刺交換

が会員の拡大運動に積極的に取り組んでいただいた結果

を行いお互い顔を合わす機会を設けさせていただきました。

であると感じております。

松下理事長が目標に掲げている全員拡大を意識し、各委員

仮入会者説明会においては、和歌山青年会議所の定款や会

会に協力をいただきながら一人でも多くの入会候補者を入

員資格規定について説明を行い、今後のオリエンテーショ

会に導いていきますので、引続きご支援ご協力よろしくお

ンの案内を行いました。松下理事長からは、青年会議所に

願いいたします。

松下理事長による挨拶

辻本委員長による説明

出口副理事長による締めの挨拶

仮入会説明会風景

２０２０年８月２４日（月） 鳴尾ゴルフ倶楽部

Report

近畿地区歴代役員年代別対抗ゴルフ大会
例会委員会

副委員長

橋野

２０２０年８月２４日（月）公益社団法人
日本青年会議所近畿地区協議会が主催す
る、近畿地区歴代役員年代別対抗ゴルフ大
会に参加させていただきました。兵庫県川
西市にある鳴尾ゴルフ倶楽部は２０２０年
に開場１００周年を迎えた名門で、同年９
月１７日から第３０回日本シニアオープン
選手権が開催予定のため、ラフが深く設計

松下理事長による
オープニングショット

松下理事長挨拶

され、プロ仕様の名門をプレーでき、とて
も良い経験ができました。また、本年度は
近畿地区大会和歌山大会が、新型コロナウ
イルス感染症のため中止となりましたが、
松下理事長をはじめ参加したメンバーで近
畿地区歴代役員にご挨拶させていただきま
した。私は本年度で卒業となりますが、素
晴らしい経験をさせていただきました。
集合写真

鳴尾ゴルフ倶楽部

史

Report

アゼリア賞受賞者「岡なづき様」インタビュー
魅力発信委員会

幹事

橋本

裕史

アゼリア賞を受賞された岡なづき様にインタビューをさせ
ていただきました。
Ｑ．受賞したお気持ちお聞かせください
Ａ．色んな活躍されている方々がいる中受賞させていただ
けたこと大変嬉しく思っています。
１年だけでなくこの先もアゼリア賞を受賞させていた
だいた事に感謝し、文化貢献を頑張りたいと思います
Ｑ．アゼリア賞に応募した理由は何ですか
Ａ．もともとアゼリア賞は 2 年程前から知っており、その
時はなんとなく応募しました。今回はコロナ禍の中で、
活動が制限され、先の見えない中、何か自分のモチベー
ションを維持する一つの方法として、今年度は自分の
想いを表現し、応募させていただきました。また個人
ではできないことがたくさんあり、色々な方にアドバ
イスをいただければと思い、応募させていただきまし
た。今回、応募させていただき、自分の世界観が広がっ
ただけではなく、様々な PR 方法をご提案いただき、
ありがたかったです。

受賞された岡なづきさん

普段はステージミュージシャンとして幅広い活動をされています

快く取材に応じてくれた岡さん

10 月

Ｑ．現在の主な活動をお教えください
Ａ．パーティーやホテルなどでのステージミュージシャン
としての活動、中学校、高校での外部講師をメインと
して活動させていただいております。コロナ渦の中で
活動内容の変更を余儀なくされ、SNS や YouTube で
の配信に変化しています。また和歌山の酒造メーカー
「世界一統」様と限定ボトルのコラボレーションなども
行っています。今回の SNS や YouTube での活動を
通じてインドのミュージシャンとのコラボなど実現し
ました。この状況でも忘れられないために今でも最良
な方法がないか考えています。
Q．サックスはじめた時期はいつですか？
Ａ．父がジャズ好きで、ディナーショーなどを、身近にジャ
ズを感じられる環境にありました。その影響もあり、
中学校の時に吹奏楽部に入部し、関西大会で入賞など
を経験させていただき、現在に至ります。
Ｑ．今後の展開をお教えください
Ａ．私が演奏しているサックスには言語なく、音符で音楽
を表現しています。音符は言語とは違い、世界共通な
ので、今後は海外でも活動を PR したいと考えていま
す。そのためには、日本の有名な曲や昭和から平成に
かけてのヒットソングなどをカバーしていきたいと思
います。また CD 制作も考えており、ジャケットには
和歌山市の風景を差し込んでいき、多くの方々に和歌
山 PR をしたいと考えています。

スケジュール
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金 香港沙田青年商會とのオンライン交流事業

web 会議（zoom）

18 日 会員開発委員会研修事業

和歌山市加太北ノ浜公園

6

火 第19回財政規則審査会議

事務局

19 月 例会

和歌山ビッグ愛
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水 香港沙田青年商會とのオンライン交流事業

web 会議（zoom）

21 水 第20回財政規則審査会議

事務局

8

木 第20回三役会

１Ｆ

株式会社堀井塗装工業

23 金 第21回三役会

株式会社堀井塗装工業

11 日 香港沙田青年商會公式会議

WEB 会議（zoom）

25 日 会員開発委員会研修事業予備日

和歌山市加太北ノ浜公園

12 月 理事会

和歌山ビック愛８０１、８０２

28 水 委員長会議

未定

16 金 第３回オリエンテーション

一橋庵・別館

大ホール

和歌山魅力大発見！

今回はＳＤＧｓ１１
の取り組みらん

〜いちおし！和歌山の魅力を発見しました！〜
和歌山市を盛り上げるために日々活動している現役メンバーが、和歌山に住んでよかったと感じる
場所や日々の活動の合間にふと立ち寄る、魅力あふれる場所を紹介します！
今回のスポット、ＳＤＧｓ対象番号は１１です。
【住み続けられるまちづくりをはなぜ大切か】
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする。
世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。

西村監事

インタビューに応じていただいた中山実行委員長

〒 641-0024 和歌山市和歌浦西２丁目 1-20
和歌祭保存会（事務局：東照宮）
073-444-0808

いちおし！

西村監事が紹介してくれたのは、和歌祭です。和歌祭実行委員長の中山
豊若様に取材させていただき、和歌祭への想いをお話しいただきました。
「和歌浦で生まれ育ち、和歌浦が大好きな私ではありますが、現在は和
歌祭実行委員長として、先輩方より代々受け継がれてきました紀州東照
宮の例大祭である和歌祭の伝承とその運営に力を入れて取り組んでいま
す。毎年 5 月に開催される和歌祭は、江戸期から明治以降には日本三大
祭と評されるほどの祭であり、今でも６０種目あまりにもおよぶ芸能は、
約１，０００人近くの参加者による渡御行列で再現されており、全国に
も類を見ない祭として注目を集めております。このような伝統ある素晴
らしい祭を存続することができているのは、ひとえに和歌浦を愛する地
域の方々をはじめ、行政、各種団体、協賛企業、有識者、サポーター等
のみなさまのご支援のおかげだと、大変感謝しております。２０２２年
に迎える和歌祭４００年記念祭に向けて、みなさま出陣
のご準備を！！」～中山豊若実行委員長～
和歌祭の概要について楽しそうに実行委員長と話をする
西村監事の笑顔がとても印象的でした。

和歌祭に参加する西村監事と木下委員

『和歌山が元気に！和歌山から元気をつなぐ
＃ハピネスでいこら』

神輿の担ぎ手として和
歌祭に参加させていた
だいて約１０年になり
ます。歴史と伝統ある
和歌祭を体感しにぜひ
皆様も一度足を運んで
みてください！

会員開発委員会研修事業
「海だ！釣りだ！マイクロプラスチックだ！」

２０２０年１０月１８日（日）雨天時２５日（日）に延期
２０２０年１０月１日（木）～１１月１４日（土） ＷＥＢ
午前８時３０分（受付開始午前８時００分） 和歌山市加太北ノ浜公園
新型コロナウイルスにより地域の活気が低迷している中、和歌山の
地域活力の回復と後押しができるように、和歌山県出身の作曲家・ 【ドレスコード】メンバーは JC ポロシャツ
会員開発委員会の若いメンバーが主体となり海の SDG ｓを
振付師の方に、誰でも簡単に楽しく踊れることができる和歌山をイ
テーマに事業を運営させていただきます。本事業は会員開発メ
メージした作詞・作曲をしていただき、曲に合わせた振付が完成し
ンバーにとって初めての事業であり、青年会議所会員とそのご
ました。
家族様の交流を図りつつ、楽しみながら環境問題について学べ
【動 画 公 開】１０月１日〜２６日（各 Ver 配信）
る良い機会となりますので、皆さまのご参加をお待ちしており
【動画拡散期間】１０月１日～１１月１４日
ます。
市民の皆様が楽しく踊り和歌山を盛り上げ、和歌山から多くの方を
（会員開発委員会 委員長 眞下 雅美）
元気づけていきます。皆様にもご協力よろしくお願いします。
（地域社会貢献構築委員会 委員長 有村翼）

第３回オリエンテーション

１０月度例会

２０２０年１０月１９日（月）午後７時００分（受付開始午後６時３０分）
和歌山ビッグ愛 １Ｆ 大ホール
２０２０年１０月１６日（金）午後７時００分（受付開始午後６時３０分）
【ドレスコード】スーツ・ネクタイ
一橋庵 【ドレスコード】スーツ
本年度も仮入会者に対するオリエンテーションを開催いたします。 本例会では、株式会社イタミアート 代表取締役 伊丹一晃氏
第３回オリエンテーションでは、仮入会者に最後の入会説明を行い、 をお招きし、表題の内容でご講演いただきます。また、第２３
回アゼリア賞の授賞式も合わせて開催させていただきます。皆
入会意思を固めていただいた上で、入会申込書と誓約書に署名して
いただく重要な場となっております。多くの候補者を入会に導き、 様のご参加をお待ちしております。
（例会委員会 委員長 橋本 健志）
同志を獲得できるように最後まで頑張りますので皆様のご協力の程
よろしくお願いいたします。
（会員拡大委員会 委員長 辻本 大介）
※ 10 月スケジュールは 3 ページに記載しています
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