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Report

日
場

時：２０２２年５月２６日（木）～２９日（日）
所：ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺
大浜だいしんアリーナ
担
当：日本青年会議所 近畿地区協議会
グローバル人財育成委員会 総括幹事 山田 正巳
ＪＣＩ ＡＳＰＡＣ堺高石大会 https://www.wakayama-jc.net/?p=6735

辻川理事長

ブース出展

近畿地区協議会役員会議

Report

日
時：２０２２年６月５日（日）
場
所：和歌山県立相撲競技場
担
当：会員開発委員会 副委員長 和田 篤樹
第２８回わんぱく相撲和歌山場所 https://www.wakayama-jc.net/?p=6893

司会進行

取組準備

集合写真

和歌山市の観光名所や、和歌山市の歴史を感じながら、休日を過ごせるスポッ
ト、また、和歌山市に長年根付いた創業１００年を超える企業さまを紹介して
いきます。
今回は和歌山城と「株式会社はやし」について、ご紹介します。
特集～和歌山城⑤～
特集～和歌山城⑥～

https://www.wakayama-jc.net/?p=6825
https://www.wakayama-jc.net/?p=6870

伏虎像

一の橋の大楠

七福の庭

和歌山城公園動物園

水禽園

特集～和歌山市の伝統企業～「株式会社はやし」①
https://www.wakayama-jc.net/?p=6631
特集～和歌山市の伝統企業～「株式会社はやし」②
https://www.wakayama-jc.net/?p=6635
特集～和歌山市の伝統企業～「株式会社はやし」③
https://www.wakayama-jc.net/?p=6644

創業当時の写真

宿泊されたチームの記念品
ガーデンホテルはやし




仕事が充実しているあなたこそ、入会をおすすめします。
多忙で和歌山青年会議所に参加する余裕がないと考えのあなたこそ、あえて入会をおすす
めします。なぜなら青年会議所の会員は、あなたと同じ働き盛りの青年経済人で構成され
ています。
青年会議所では、より効率的な時間の管理法を身につけ、さらに充実した時間を生み出す
ことを目指しています。
お気軽にお問い合わせください。またご紹介もお待ちしています。
（会員拡大委員長 西田 志穂）

～まちづくり委員会副委員長 山田直輝君～
～財政規則審会議議長 東紘資君～
～まちづくり委員会委員長 瀧本淳君～
～総務広報委員会副委員長 島本和典君～

今回は４人のメン
バーに話を聞いて
来たらん♪

本年度は「わとらんインタビュー」と題し、和歌山青年会議所のメンバーにわとらんがお
話を伺って、担当事業や青年会議所運動への意気込みを紹介します。
今回は各委員会の４名の方にお話を伺います。
・まちづくり委員会副委員長 山田直輝君：近畿地区大会高槻大会について
・財政規則審会議議長 東紘資君
：サマーコンファレンスＬＯＭナイトについて
・まちづくり委員会委員長 瀧本淳君
：第４回ＰＯＷＥＲ ＯＦ わかやまについて
・総務広報委員会副委員長 島本和典君 ：和歌山市長選挙公開討論会について
山田副委員長

普段の山田副委員長のことを教えてほしいらん♪
和歌山市で、ダイニングバー「ｍｅａｔ ｕｐ」、フルーツ
サワースタンド＆フリーイベントスペース「ＰＯＰＵＰ」、ホ
ットドッグスタンド「ＨｏＴ ｕｐ」を経営している山田直輝
です。読んで字の如く素直に輝くをモットーに仕事も生き方も
心掛けております。人に「楽しい」を提供することが趣味で
す！
これまでのＪＣ活動での学びや思い出を教えてほしいらん♪
ＪＣに入会する前にお手伝いさせていただいた四季の郷での
事業「パワーオブワカヤマ～＃マチノアカリ～」が非常に思い
出に残っています。もともとイベントの誘致などをあまり精力
的にされていなかった場所に人を集め、灯りを集め、多くの笑
顔が集まったことを覚えております。
最後までお手伝いできなかったのですが、とても良い経験と
なりました。私自身、あの事業をきっかけにＪＣに入ろうと決
めたことをしっかりと覚えております。
委員会の運動への想いを皆に伝えてほしいらん♪
近畿地区大会高槻大会にてわかやま農業協同組合さまの「生
姜丸しぼりジンジャーエール」と株式会社三八波さまの和歌山
の厳選素材を活かした「紀州ぷりん」を来場された方にＰＲい
たします。和歌山の魅力ある商品を来場された皆さまに知って
いただくとともに、ＳＤＧｓを推進している企業・団体を知っ
ていただくブース会場になっていますので、１日を通してお楽
しみいただければと思います。是非ご参加ご協力よろしくお願
いいたします。

ＨｏＴ ｕｐのホットドッグ

まちづくり委員会は特に対外で関わる方が多く、積極
的に参加をすると新たな人と知り合うことができると実
感しています。私自身今年度初めて副委員長になりまし
たが、そのような立場で６５周年を記念する事業に携わ
らせていただいていることは非常にありがたいです。
きっかけを与えてくださった瀧本委員長をはじめ、委
員会メンバーには感謝し、共にがんばっていきたいと思
っています。
読者の皆にメッセージをお願いするらん♪
私からは一言です。
どんな出来事も楽しんだもん勝ち！

パワーオブワカヤマ～＃マチノアカリ～

家族と旅行

東議長

普段の東議長のことを教えてほしいらん♪
三木町綜合法律事務所にて、弁護士として稼働していま
す。弁護士登録をして１２年目となりました。普段は離婚
・相続・交通事故・不動産関係・企業法務・刑事事件等、
幅広い分野を取り扱っています。一つひとつの案件が、依
頼者の方の人生や社業にとって大きな意味をもつターニン
グポイントであることが多く、それだけに責任も重大では
ありますが、成功に導くことができたときの喜びや達成感
は得難いもので、私自身にとっても大きな財産となってい
ると感じます。
趣味はカラオケ・漫画・ゲームです。最近はＰＳ５のサ
ッカーゲームにどハマりしており、時には子供たちに応援
してもらいながら、ネット対戦に励んでいます。
これまでのＪＣ活動での学びや思い出を教えてほしいらん
♪
最も印象に残っているのは、２０１６年度のまちづくり
事業「和歌山ラーメンサミット２０１６」です。和歌山の
ラーメン店から７店舗がブース出店し、来場者は和歌山の
人気ラーメンの食べ比べができるという今までにないイベ
ントで、当日の悪天候にも関わらず大成功に終えることの
できた事業でした。
当時私は担当委員会の幹事でしたが、１つの事業を通じて
委員会やＬＯＭ全体の結束力が高まり、事業成功に向けて
一丸となって突き進んでいくパワーの偉大さを目の当たり
にし、青年会議所という団体の魅力を肌で感じることがで
きた事業だったと思います。

茶道同好会

担当事業への想いを皆に伝えてほしいらん♪
２０２２年７月１６日、１７日、横浜にて日本青年会
議所主催のサマーコンファレンス２０２２が開催される
にあたり、和歌山青年会議所としても、サマーコンファ
レンス２０２２ ＬＯＭナイトを開催いたします。
新型コロナウィルスの影響により過去２年間は開催で
きておりませんでしたので、久し振りの開催となりま
す。
出向している皆さまを労うとともにメンバーの結束力
を高める機会となりますので、是非ご参加ください！

東議長ラーメンサミット２０１６

普段の瀧本委員長のことを教えてほしいらん♪
和歌山市にてタキモトスポーツという店名でスポーツ用品
の小売業を営んでおります。スポーツ用品はなんでも取り扱
いますので、お客さまが何を求めているのかどういった商品
が合っているのかを常に考え、お客さまにとって最適な提案
をすることを心がけています。お客さまに喜んでいただける
ことや、弊社で作成したチームウエアを着ている姿を見た時
は、お役に立てていることを実感し嬉しくなります。
休日は子供と遊ぶことが多く、一緒に色んな場所に行くこ
とが最近は楽しいです。子供の笑顔を見るとまた仕事をがん
ばろうと思います
これまでのＪＣ活動での学びや思い出を教えてほしいらん♪
ＪＣ活動では自分のできない所が明確になりますので、ど
うすれば上手くいくかということを常に勉強させてもらって
います。
また、６０周年記念事業は盛大に開催しこんな大きなこと
ができるんだと驚きました。多くのメンバーともかかわるこ
とができましたので、思い出に残っています。
委員会の運動への想いを皆に伝えてほしいらん♪
まちづくり委員会のメインであります６５周年記念事業
「第４回ＰＯＷＥＲ ＯＦ わかやま～みんなが主役！～」
を７月３０日に和歌山城にて開催させていただきます。様々
な団体さまと連携し、色々なファンクションを用意しており
ます。この日だけの和歌山城天守閣の夜間開放も、無料で入
れますので是非ご来場ください。

チームウェアの製作

サマコンＬＯＭナイト２０１９
瀧本委員長

この事業は、６０周年の時に作られた「ＰＯＷＥＲ
ＯＦ わかやま」を受け継いでいます。他団体と協力し地
域を盛り上げるという意味も込められています。活気を
取り戻し一人ひとりが主役と思っていただけるような事
業にいたしますので、ご参加ご協力のほどよろしくお願
いいたします！！
読者の皆にメッセージをお願いするらん♪
ようやく新型コロナウイルスで制限されることが少な
くなってきている状況で、事業の実地開催ができるよう
になってきました。みんなで盛り上げていきましょう！
仕事もＪＣも色んなことにＣｈａｌｌｅｎｇｅしていき
ましょう！

６０周年記念事業

和歌山城で子供と

島本副委員長

普段の島本副委員長のことを教えてほしいらん♪
有限会社島本化繊起毛工場で繊維加工業を経営していま
す。生地の表面を引っ掻き、毛羽立たせる加工を起毛とい
い、生地の保温力を向上させ肌触りをよくするといった効
果が得られます。毛布や服地以外にも、テニスボールや電
車の座席・映画館の黒いカーテンなど、案外身近なところ
に起毛製品が使われています。
趣味は多すぎるので割愛させていただきます（笑）。
これまでのＪＣ活動の思い出を教えてほしいらん♪
昨年、Ｚｏｏｍにて開催させていただいた「韓国議政府
青年会議所との公式会議並びに姉妹ＪＣ締結式」で司会進
行役をさせていただいたのが印象に残っています。今まで
に感じたことのない緊張感で戸惑いましたが、大きなトラ
ブルもなく終えることができ、貴重な経験だったと感じて
います。
委員会の運動への想いを皆に伝えてほしいらん♪
８月５日（金）に和歌山市長選挙公開討論会の開催を担
当させていただきます。明るい豊かな和歌山市の実現に向
け、有権者が候補者の政策を十分に吟味する機会となりま
す。実地では多くの一般観覧者を導入するほか、ＹｏｕＴ
ｕｂｅライブでの配信も行います。現役会員の皆さまには
地域を牽引するリーダーとしてご参加いただきますようお

趣味の水晶採取

願いいたします。また市民の皆さま、特別会員の諸先輩
方もご参加いただけると幸いです。
読者の皆にメッセージをお願いするらん♪
私は何事においても、楽しむということをモットーに
生活をしていますが、ＪＣ活動においても楽しむことが
大事だと思っています。Ｃｈａｌｌｅｎｇｅを楽しみま
しょう！

司会を担当した韓国議政府
青年会議所との公式会議

仕事中

「第４回ＰＯＷＥＲ ＯＦ わかやま」開催延期のご案内
新型コロナウイルスの急速な感染拡大により、参加者並びに関係者の皆様の安全面を最優先に考慮した結果、
「第４回ＰＯＷＥＲ ＯＦ わかやま」は下記日程にて延期となりましたことをご報告申し上げます。
変更日→２０２２年９月２３日（金）
（まちづくり委員会 委員長 瀧本淳）

８月度告知

８月 スケジュール

『和歌山市長選挙公開討論会』
＜事業開催日時＞：２０２２年８月５日（火）
１９：００（受付開始１８：３０）
＜事業開催場所＞：和歌山城ホール
８月２１日（日）に実施されます和歌山市長選挙に向け、政策本位の選挙を実
現すべく、市民一人ひとりが政治に関心をもち、明るい豊かな和歌山市を創り
あげていくために、市長選立候補予定者をお招きして公開討論会を開催いたし
ます。何卒ご参加ご協力賜りますようお願い申し上げます。
（総務広報委員会 委員長 上岡 勇介）

『８月定時総会』
＜事業開催日時＞：２０２２年８月２５日（木）１９：００
（受付開始１８：３０）
＜事業開催場所＞：総会
和歌山城ホール 小ホール
懇親会 一橋庵別館
＜ドレスコード＞：スーツ・革靴・ネクタイ・バッジ・プレート
８月２５日（木）に８月定時総会を開催いたします。組織としての重要事項を
決定し、メンバーの意思を統一する貴重な機会です。皆さま、万障お繰り合わ
せの上、ご出席いただきますようお願い申し上げます。
（総務広報委員会 委員長 上岡 勇介）





    

 




