
皆さま、あけましておめでとうございます。謹んで新年

のお祝いを申し上げます。

　昨年度は新型コロナウイルスが猛威をふるった１年とな

りましたが、皆様方には一般社団法人和歌山青年会議所の

運動に格別なご理解とご協力を賜りましたことに厚く御礼

申し上げます。

　２０２１年度は基本理念に「革新」を掲げ、明るい豊かな

和歌山市の実現に向けて柔軟に変化し時代に即した運動

を発信し続けてまいります。そして、スローガンを「～

仲間とともに輝く未来を創出しよう！～」とし、何事に

も恐れず果敢に挑戦し続け地域の発展に寄与するべく運動

を展開してまいります。

コロナ禍で社会環境や人々の価値観が一変した昨今です

が、今後も運動を発信し続けるために時代に即した抜本的

な「革新」を行い、組織の運営体制を整えつつ、地域の発展

のためにあらゆる分野で活躍する同志とパートナーシップ

を図り「ニューノーマル」を基本とし、経済・社会・環境の

三側面において新しい価値の創出を目指し、地域に根差し

た新たなまちづくりの形を提案することで活力ある和歌山

市を持続的に発展させてまいります。

　結びに、皆さまのご健康ご多幸をお祈り申し上げますと

ともに本年もご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上

げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

新 年 の ご 挨 拶

一般社団法人和歌山青年会議所
２０２１年度　第６５代理事長

川瀬　康喜
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　一般社団法人和歌山青年会議所の皆様、新年あけましておめ
でとうございます。また、日頃より公益社団法人日本青年会議
所に対し、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、本会も例
外ではなく、多くの運動に影響が及びました。従来の仕組みを
見直す事が必要となり、多くの困難や矛盾が生じております。
しかしながら、困難や矛盾のある所には、必ず新たな発想の機
会があり、主体的な行動をする事でイノベーションが生み出さ
れます。創設より青年経済人の想いを紡いできた一般団法人和
歌山青年会議所の皆様におかれましては、２０２１年度、川瀬
康喜理事長の「革新」という理念のもと、「仲間とともに輝く未
来を創出しよう！」をスローガンとして掲げられ、明るい豊か
な社会の実現に向け、この厳しい時代に於いても、地域社会の
発展に大きく貢献される事と期待しております。
　本会としては、「輝く個が切り拓く　真に持続可能な国　日
本の創造」を掲げ、あらゆるカウンターパートと共鳴し、新た
な価値を共創し、共感の輪を描く運動を展開してまいります。
不確実な今だからこそ、青年会議所創始の精神に立ち返り、私
たち一人ひとりが輝く起点となり、住み暮らす地域に対して多
くの価値を創造していくことが求められていると考えておりま
す。引き続き本会に対し、深いご理解、ご支援を賜るとともに、
大いにご活用頂ければ幸いです。
　結びに、貴青年会議所のさらなるご発展、並びに地域におい
て素晴らしい成果を出されること、先輩諸氏、現役会員の皆様
にとって実り多き一年となられますことを心よりご祈念申し上
げます。

　~Idea＆Action　光を放つ起点となろう！˜

新 年 の ご 挨 拶

公益社団法人日本青年会議所
２０２１年度　第７０代会頭

野並　晃



新年おめでとうございます。謹んでご挨拶を申し上げます。一般社

団法人和歌山青年会議所の皆様におかれましては、健やかに新春を

お迎えのこととお慶び申し上げます。平素より公益社団法人日本青年

会議所近畿地区協議会の運動に多大なるご理解とご協力をいただいて

おりますことに深く感謝申し上げます。 

　本年度、一般社団法人和歌山青年会議所が理事長川瀬康喜君のもと、

基本理念として、　「革新」を掲げ、「～仲間とともに輝く未来を創出

しよう！～」のスローガンをテーマに、明るい豊かな社会を実現す

るため、力強いスタートを迎えられたことを心からお祝い申し上げ

ます。 様々な社会情勢が変化をする中で、革新をおこしていく貴

青年会議所に、敬意を表するとともに万全の態勢でご支援をさせて

いただきます。

　本年、近畿地区協議会は「真に輝く近畿の創造」 を基本理念に

掲げ、運動を展開させていただきます。近畿６ブロックを統括する

協議会として、様々な角度から皆様の運動を支援させていただくと

ともに、各地域が個々に輝ける、地域の課題解決に向けた運動を展

開してまいります。地域の未来を想い、次世代へと紡いでいくため

に、持続可能な豊かな未来をともに創造して参りましょう。 

結びに、貴青年会議所のさらなる発展と一人ひとりの成長と輝きが

未来につながること、さらに先輩諸氏、現役会員の皆様のご健勝ご

多幸を心よりご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきま

す。

謹んで新春の祝詞を申し上げます。

　平素はコロナ禍にもかかわらず和歌山ブロック協議会の運動に対し

まして多大なるご理解ご協力を賜り、また多くの出向者をご輩出いた

だき、誠にありがとうございます。

　本年に入っても依然として新型コロナウイルスが猛威を振るい、経

済活動や日常生活が脅かされております。

我々が住まう和歌山県においてもコロナ禍により、観光業の衰退とと

もに、一次産業も落ち込んでいる状況であり、危機的状況であると言

えます。

　さらに、新型コロナウイルス蔓延の収束も見当がつかず、経済の復

活の兆しは見当たらない先行きが見えない時代が到来しています。し

かし、そのような時代だからこそ、我々は青年会議所という志の高い

青年経済人が多く在籍している組織としての価値を最大限に活かし、

この国難に立ち向かっていかなければならないと、改めて想いを強く

する所であります。

　我々は青年経済人であると同時に社会の責任世代である意識を強く

持ち、今まで以上の使命感と責任感を持つべきであると考えていま

す。常に存在感を示され和歌山を力強く牽引していただいております、

２０２１年度一般社団法人和歌山青年会議所理事長川瀬康喜君をはじ

めとするメンバーの皆様におかれましてはスローガン“革新” ～仲間

とともに輝く未来を創出しよう！～を掲げられ、改めて柔軟な発想と

行動力で自らリーダーシップを発揮していくという責任感と気概を

もって、ご自身の経済活動も含め様々な事に果敢に挑戦していただ

き、新しい時代を創っていけることを喜びに変え、大いに躍動されま

すことをご期待申し上げます。

　最後になりますが、一般社団法人和歌山青年会議所の運動に関わる

全ての方々が地域の皆様方にとって必要不可欠な存在であり続けて頂

ますよう心から祈念しますとともにご多幸をお祈り申し上げ、新年の

ご挨拶とさせていただきます。

新 年 の ご 挨 拶

公益社団法人日本青年会議所
近畿地区協議会

２０２１年度　第７０代会長
川谷　朋寛

公益社団法人日本青年会議所
近畿地区和歌山ブロック協議会
２０２１年度　第５２代会長

佐々木　秀平



茶道同好会　幹事長　井川　惇

茶道同好会創立３０周年のお知らせReport

　おかげさまで茶道同好会は３０周年を迎えました。
　今日まで活動を続けてこられましたのは、ひとえに皆様
のご厚誼、ご協力の賜物と、心より感謝申し上げます。
　創立以来お茶に親しみ、礼儀作法、また相手を思う心を
大切に育み、また茶道を通して素晴らしい出会いがたくさ
んございました。
　また、先輩諸兄と現役との交流をより一層深めるべく、
和歌山青年会議所の創立記念式典や、外国からの姉妹JC
来訪時にもお茶会を催しました。

１１月１８日（水）にホテルグランヴィア和歌山にて

２０２０年度卒業式例会、懇親会を開催いたしました。

　これまで和歌山青年会議所の運動を担ってこられた

１１名の卒業生を感謝の気持ちで送り出したいという想

いで会員開発委員会メンバー一丸となり、卒業式の企画

と運営を行わせていただきました。思い出を振り返り挨

拶をされる卒業生を見ていると、これまで真剣に取り組

んでこられていた想いや名残惜しさ、卒業生の皆さまと

過ごした日々が思い起こされました。残るメンバーとし

て今年は新型コロナウイルスの影響でなかなか思うよう

に活動できませんでしたが、来年以降も青年会議所活動

に真剣に取り組んでまいりたいと感じました。このよう

な機会を与えていただき、卒業生と貴重な時間を共有す

ることができたことに感謝申し上げます。

会員開発委員会　副委員長　長木　壮矢

卒業式並びに懇親会Report

２０２０年１１月１８日（水）　ホテルグランヴィア和歌山

和歌山青年会議所 茶道同好会

設立３０周年記念誌

　和歌山県内の茶道愛好家による「あさも会」や、「表千家
同門会」のチャリティ茶会を担当して、袴姿の同好会会員
がお茶を点てたり振舞ってまいりました。
　このたび、３０周年を一つの区切りとして、３０周年
記念誌を発刊いたしました。
　記念誌は事務局に保管しておりますのでぜひお手にとっ
てご覧ください。

挨拶を頂戴した尾花市長にお礼の挨拶

卒業式で挨拶をする松下理事長 送辞を読み上げる川瀬監事 乾杯の挨拶をする山路直前理事長

奥川麻衣君から記念品目録の贈呈余興のダンスを披露する会員開発委員会メンバー 卒業生代表挨拶をする出口清崇君 卒業生一同

３０周年記念誌

卒業生の皆さまにおかれましては、今後も新たなステー

ジでさらにご活躍されますようお祈り申し上げます。ま

た、現役メンバーともこれまでと変わらずお付き合いい

ただきますようお願いいたします。長い間本当にお疲れ

様でした。最後になりますが、ご参加いただき共に見

送っていただいた現役メンバーの皆さまにも感謝申し上

げます。本当にありがとうございました。



＜入会年度＞：２０１２年度
入会以来、数多くの方々にお世話になり充
実した日々を送ることができました。
本当にありがとうございました。これから
も和歌山青年会議所の全メンバーに良き出
会いと幸せがありますようにお祈り申し上
げます。

＜入会年度＞：２０１７年度
２０１７年に入会し約４年間と短い間では
ありましたが、様々な事業に携わるなかで
多くの出会いや新しい経験をたくさんさせ
ていただきました。これまで関わってくれ
た皆さまに感謝申し上げます。本当にあり
がとうございました。

＜入会年度＞：２００８年度
2008年に入会して、13年間もの長い間
大変お世話になりました。
振り返ってみれば、前半はあまり参加でき

ませんでしたが、ＪＣ活動を通じて沢山
の方々との出会い、また貴重な経験をさせ
ていただきました。
先輩、現役の皆さま、また同期メンバー、
色々な方々に大変お世話になり、心より感
謝申し上げます。ありがとうございました。

＜入会年度＞：２００９年度
入会から12年間、議案書作成や委員会で
の担いに苦労することもありましたが、多
くの仲間との出会いや、さまざまな事業を
通して仲間と共有した時間と経験は、私の
日常を豊かにしてくれました。ＪＣに入会
して得たご縁は私の一生の宝物です。関
わっていただいたすべてのメンバーの皆さ
まに感謝申し上げます。そして今後ともよ
ろしくお願いいたします！

＜入会年度＞：２００８年度
2008年に入会し、13年間活動させてい
ただきました。2014年の委員長をはじめ、
様々な役職を務める中で数多くの機会を得
ることができました。関わっていただきま
した全ての皆さまに感謝申し上げます。あ
りがとうございました。

＜入会年度＞：２０１０年度
11年間お世話になりました　あまりお役
には立てませんでしたが、振り返ってみて、
仲間と過ごした本当に楽しい時間だったと
実感しています。
多くを教えて頂いたことや、たくさんの仲
間と出会えたことに感謝しています。あり
がとうございました。

＜入会年度＞：２０１６年度
2016年に入会して、約4年間でしたが
委員、幹事、副委員長、最終年度には委員
長を務めさせていただきました。年月を重
ねるたびに、同期メンバーや委員会メンバー
など多くのメンバーに支えられ、自身も成
長していくことができました。入会しなけ
れば出会うことのなかった人との繋がり
が、今では大きな財産となりました。和歌
山青年会議所がこれからも多くの学びや出
会いの機会となることを願ってやみませ
ん。今まで本当にありがとうございまし
た。
＜入会年度＞：２０１６年度
2016年に入会して、約5年間でしたが
色んな経験をさせてもらい、とても充実し
たＪＣ生活を送らせてもらいました。楽
しい思い出ばかりで出会ってくれた全ての
人に感謝してます。本当にありがとうござ
いました。これからも宜しくお願いいたし
ますす♥♡♥

＜入会年度＞：２０１５年度
和歌山青年会議所に入会させていただき、
たくさんの出会いと経験をさせていただき
ました。この経験をこれからの人生に役立
てていきたいと思います。本当にありがと
うございました。

＜入会年度＞：２０１４年度
２０１４年度に入会し、7年間様々な経験
をさせていただきました。事業への参加な
ど、あまり積極的ではなかったと思います
が、それでも7年間のうちには出向もさせ
ていただき、ブロック大会、地区大会、全
国大会、京都会議など和歌山市以外で行わ
れる事業にも触れることができました。
ＪＣは参加することで人との繋がりがで
き、事業の進め方などもわかり、自分を成
長させてくれたと思います。お世話になっ
た皆さま、ありがとうございました。

＜入会年度＞：２０１６年度
2016年に入会以来、多くの方々にお世話
になり、短いＪＣ生活でしたがいろいろ
な充実した日々をおくることができまし
た。それも、関わってくれた皆さまのお
かげです。本当にありがとうございまし
た。

卒業生から一言

青木　正浩

西川　信也

上野　真弘

橋野　史

淺野　史郎

野嶋　いつか

奥川 麻衣

花　静人

出口　清崇

藤田　隼輝

宮田　善崇



新入会員紹介
土井　豪士

生年月日　平成５年２月１４日
会 社 名　庄司工業

　（建設業）
紹 介 者　松下正典

濱田　圭彦

生年月日　昭和６２年７月５日
会 社 名　株式会社南美紀屋
　　　　　（建築業）
紹 介 者　田邊武

神野　豊

生年月日　昭和５９年４月２６日
会 社 名　株式会社ＮＡＣＫ電気工業

 （電気工事業）
紹 介 者　有村　翼

藤田　英子

生年月日　昭和６１年５月２日
会 社 名　株式会社あおぞらケアセンター　
　　　　　（介護）
紹 介 者　森口槙子

久保　智嗣

生年月日　昭和６１年４月２３日
会 社 名　株式会社成風堂

　（電気工事業）
紹 介 者　岩﨑光一郎

行友　大樹

生年月日　昭和６３年２月２日
会 社 名　株式会社テイク産業
　　　　　（土木 エクステリア 不動産）
紹 介 者　辻本大介

大西　清吾

生年月日　昭和６１年５月５日
会 社 名　大西農園種苗場

　（造園業）
紹 介 者　辻川大器

妻木　伸行

生年月日　昭和５８年７月２６日
会 社 名　焼肉ザ　ゴッドタン

　（飲食業）
紹 介 者　奥川麻衣

服部　達也

生年月日　平成元年８月２０日
会 社 名　ＴＯＰ　ＬＡＮＤ
　　　　　（自動車販売業）
紹 介 者　橋本康秀

一井　愛理子

生年月日　昭和５８年１１月２６日
会 社 名　株式会社はじめ

タフプレイス株式会社
　（人財育成コンサルティング）

紹 介 者　奥川麻衣

福井　貴士

生年月日　昭和６１年８月３０日
会 社 名　阪和ステップ
　　　　　（建設業）
紹 介 者　辻本大介

木下　耕平

生年月日　昭和６０年６月２６日
会 社 名　株式会社吉永建設

　（建設業）
紹 介 者　田邊　武

村田　隼介

生年月日　昭和５９年１２月１０日
会 社 名　株式会社Ｍ２テクニカル
　　　　　（建設業）
紹 介 者　松下正典



2 0 2 1 年 度 　 役 員 紹 介

理事長
川瀬　康喜

顧問
山路　由剛

監事
山田　裕之

監事
辻川　大器

直前理事長
松下　正典

理事
石井　勇気

理事
池下　雄基

室長
眞下　雅美

室長
辻本　大介

室長
有村　翼

専務理事
片山　朋樹

副理事長
西村　和将

副理事長
玉置　清正

副理事長
田邉　武

理事
成瀬　允陽

理事
長木　壮矢

理事
谷澤　輝也

理事
佐武　真介

理事
加藤　真也

理事
森口　槙子

理事
松原　翔太

理事
松阪　考

理事
東　鉱資

理事
橋本　裕史

事務局次長
上岡　勇介

事務局長
瀧本　淳

理事
山本　一統

理事
山田　正巳



わとらんタイムトラベル
～和歌山青年会議所公式キャラクター～（２０１６年）

子供たちにも人気のわとらん ６０周年記念式典でメンバーと記念撮影

担当委員長だった松田紗世先輩

本年度は「わとらんタイムトラベル」と題し、和歌山青年会議所がこれまでに行ってきた様々な事
業をわとらんが当時の担当者にお話を伺って振り返ります。
今回はわとらんが誕生した経緯について当時の委員長だった松田紗世先輩にお話を伺います。

今回はわとらんが誕
生したお話を聞いて
きたらん♪

『新春交歓会・１月度例会』
２０２１年０１月１８日（月）
１９：００～２１：００（１８：３０受付開始）
ルミエール華月殿 ６Ｆ富士
本事業は例年とは違い、規模を縮小しての開催となりますが２０２１年度和
歌山青年会議所の運動方針を発信し組織の気運を高めるとともに「革新」を推
し進める中で、新年はじめての事業となりますので何卒、ご参加のほどよ
ろしくお願い申し上げます。

（組織革新委員会　委員長　佐武　真介）

和歌山JC 日本JC・近畿地区・和歌山ブロック他

5 火 年始祈願・年始挨拶

6 水 第１回財政規則審査会議

8 金 地区正副会務会議（尼崎）

9 土 第１回三役会

12 火 理事会

18 月 新春交歓会・１月度例会

21 木 第２回財政規則審査会議 京都会議

22 金 地区会員会議所（京都） 京都会議（日本ＪＣ理事会）

23 土 京都会議（日本ＪＣ総会）

24 日 京都会議

25 月 第２回三役会

26 火 地区正副会長会議（姫路）

27 水 地区役員会議（姫路）

28 木 委員長会議

31 日 ブロック会員会議所（伊都）

1 月　スケジュール

・この事業を行うことになった経緯について教えてほしいらん♪
 2016年に委員長を拝命した際に、これまでにない広報ツールとして思い浮かんだのが公式
キャラクターでした。委員長ヒアリングでその構想を話したところ、当時の有田理事長と庵
田専務が賛成してくださって公式キャラクターを作るという方向に歩み始めました。

・事業を行うにあたって楽しかったことを教えてほしいらん♪
 当初、公式キャラクターを作っている団体のリサーチを行いましたが、 わとらんを生み出
すにあたって多くの方と関わることができたことです。そして、実際に今も活躍してく
れているのがうれしいです。

・事業を行うにあたって苦労したことを教えてほしいらん♪
  全くのゼロベースで何が正解なのか誰も知らないことだったので答えがなかなか見つか
らなかったことです。

・現役会員にメッセージをお願いするらん♪
 面倒だと感じることも多いと思いますが、少しでも良いので踏み込んでください。やっ
たことは巡り巡って自分に返ってくると思います。

１月度告知
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