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日 時：２０２２年６月１８日（土）
場 所：和歌山市立松下体育館
担 当：会員開発委員会 副委員長 石本 奈穂

６月度例会 https://www.wakayama-jc.net/?p=6944

日 時：２０２２年７月７日（木）
場 所：せせらぎ運動公園
担 当：副理事長 井川 惇

親子七夕のゆうべ https://www.wakayama-jc.net/?p=6933

https://www.wakayama-jc.net/?p=6944
https://www.wakayama-jc.net/?p=6933
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日 時：２０２２年７月２日（土）～３日（日）
場 所：大阪府高槻市 安満遺跡公園
記事作成者：まちづくり委員会 副委員長 寺浦 允登

近畿地区大会高槻大会 https://www.wakayama-jc.net/?p=6970

会場正面 武内委員担当の事業 集合写真

日 時：２０２２年７月１６日（土）
場 所：神奈川県横浜市
担 当：財政規則審査会議 副議長 松阪 考

サマーコンファレンス2022 ＬＯＭナイト
https://www.wakayama-jc.net/?p=7108

https://www.wakayama-jc.net/?p=6970
https://www.wakayama-jc.net/?p=7108
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日 時：２０２２年７月１９日（火）
場 所：和歌山城ホール 大ホール
記事作成者：渉外交流委員会 副委員長 橋本 健志

公開例会「Challenge～明るい未来に踏み出そう～」
https://www.wakayama-jc.net/?p=7097

受付 講演の様子 渉外交流委員会メンバー

集合写真

【受賞者】 宮井 愛子（ピアニスト） 様

第２４回アゼリア賞受賞者決定 https://www.wakayama-jc.net/?p=6959

会場の様子

https://www.wakayama-jc.net/?p=7097
https://www.wakayama-jc.net/?p=6959


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
トを紹介していきます。
今回は紀伊風土記の丘、雑賀衆、和歌山市立博物館について、ご紹介します。

特集～雑賀衆～ https://www.wakayama-jc.net/?p=7012

火縄銃と出土した弾 孫市まつり太田城大門（移築）

特集～紀伊風土記の丘～ https://www.wakayama-jc.net/?p=6888

馬冑(重要文化財) 火縄銃の砲術伝書

修復古墳

特集～和歌山市立博物館～ https://www.wakayama-jc.net/?p=7065

資料館 鳥形埴輪

有吉佐和子記念館

https://www.wakayama-jc.net/?p=6888
https://www.wakayama-jc.net/?p=7012
https://www.wakayama-jc.net/?p=7065






キャッチャー息子・審判私 第２７回わんぱく相撲和歌山場所 図面作成中

～財政規則審査会議 幹事 行友大樹君～
～６５周年運営委員会 幹事 濱田圭彦君～
～会員拡大委員会 副委員長 岩﨑光一郎君～
～総務広報委員会 副委員長 長木壮矢君～

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。

・財政規則審査会議 幹事 行友大樹君 ：会員紹介
・６５周年運営委員会 幹事 濱田圭彦君 ：会員紹介
・会員拡大委員会 副委員長 岩﨑光一郎君：会員拡大について
・総務広報委員会 副委員長 長木壮矢君 ：８月定時総会について

今回は４人のメン
バーに話を聞いて
来たらん♪

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）

普段の行友幹事のことを教えてほしいらん♪
株式会社テイク産業で住宅エクステリアの仕事をしていま

す。私は、お客様との営業活動から現場での施工まですべて行
いますので、すごくやりがいを感じております。
休日は息子の野球に付き添い、練習のお手伝いや審判をして

います。現在４年生の息子ですが、上手くなっていく姿を見る
のが毎週楽しみです。

ＪＣ活動で感じたことを教えてほしいらん♪
私自身が他県出身ということもあり、普段は家族や会社の社

員など決まった人としか接することがなかったのですが、ＪＣ
に入り他業種の方のお話を聞けたり、同業種の方との繋がりが
増えたりとすごく刺激になっています。

これまでのＪＣ活動の思い出を教えてほしいらん♪
一番思い出に残っている事業は、２年目の会員開発委員会で

運営しました第２７回わんぱく相撲和歌山場所です。初めて大
きな事業を準備から行い、良い経験をさせていただきました
し、子供たちの真剣勝負を間近で見ることができとても感動し
たことを覚えています。

行友幹事

読者の皆にメッセージをお願いするらん♪
仕事との両立で大変だと思いますが、これから和歌山

をより良くするために皆さんでＣｈａｌｌｅｎｇｅして
いきましょう。



２０１９年度わんぱく相撲和歌山場所 仕事中 ２０２２年度会員拡大ＰＲ

岩﨑副委員長普段の岩﨑副委員長のことを教えてほしいらん♪
有限会社アークサービスという会社で働いており、電気工

事業をメインにテナント工事や改修工事、夏は主に家庭用エ
アコン工事で走り回っています。
最近、大型二輪免許を取得したのでヘルメットを２つ買い

に行きました。肝心の単車はまだありませんが♪

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♪
２０１９年度会員開発委員会の時、担当事業であるわんぱ

く相撲和歌山場所での子供たちの一生懸命に立ち向かう姿を
見て、心が熱くなりました。
それ以来、わんぱく相撲に参加するのが楽しみです。ま

た、同期やメンバーとの繋がりが強くなった事業だったと
思っています。

委員会の運動への想いを皆に伝えてほしいらん♪
会員拡大運動も残り３ヶ月となりましたが、まだまだ目標

人数に達しておりません。
いま一度皆さんの周りに自営業されてる方、人脈を広げた

い方、地域貢献活動が好きな方がいましたら是非ご紹介くだ
さい。
多くの方に和歌山青年会議所のことを知っていただき、交

流できる機会を作っていきたいと思いますので、ご協力をよ
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♪
ＪＣ活動は、少しの時間でも参加することによって出

会いや気付きがあると思います。一緒にＣｈａｌｌｅｎ
ｇｅしましょう！！

普段の濱田幹事のことを教えてほしいらん♪
株式会社南美紀屋で内装工事業の仕事をしています。

お客さまに、「綺麗に仕上げくれてありがとう。」と言っ
ていただけるところにすごくやりがいを感じます。
休日は家族と出かけることが多く、いろいろな場所に行

き子供と遊び笑顔を見るのが楽しく次の日からまたがんば
ろうって気持ちになります。

ＪＣ活動で感じたことを教えてほしいらん♪
ＪＣには、いろいろな人と知り合いたいと思い入会しま

した。入会すると、さまざまな職種の人と知り合うことが
でき、例会や委員会などでお話が聞けたり、非常に刺激に
なりました。

これまでのＪＣ活動の思い出を教えてほしいらん♪
入会２年目の会員開発委員会で担当した第２７回わんぱ

く相撲和歌山場所で、司会をさせていただきました。この
事業が非常に良い経験となったと実感しており、思い出に
残っています。
現在は６５周年運営委員会に所属し、６５周年記念式典

や懇親会の運営の準備をしています。皆さまに良い式典だ
ったと言って貰えるようかんばります。

読者の皆にメッセージをお願いするらん♪
色々なことにＣｈａｌｌｅｎｇｅして和歌山青年会議

所を盛り上げていきましょう。
６５周年記念式典の参加もよろしくお願いします。

濱田幹事

家族と旅行 第２７回わんぱく相撲和歌山場所 会社





 




９月度告知

延期となっておりました６５周年記念事業「第４回ＰＯＷＥＲ ＯＦ わかやま～みん
なが主役！～」を９月２３日（金）に開催し、和歌山のシンボルである和歌山城の新た
な魅力を発信いたします。ご参加ご協力賜りますようお願い申し上げます。

（まちづくり委員会 委員長 瀧本 淳）

９月 スケジュール

『６５周年記念事業「第４回 ＰＯＷＥＲ ＯＦ わかやま
～みんなが主役！～」』

＜事業開催日時＞：２０２２年９月２３日（金）１１：００
＜撤収日時＞ ：２０２２年９月２４日（土） ９：００
＜事業開催場所＞：和歌山城 天守閣 砂の丸広場 西の丸広場 紅松庵

着物地のスーツ京都会議へのアテンド趣味のＤＩＹ

長木副委員長普段の長木副委員長のことを教えてほしいらん♪
和歌山市太田にてトレーニングジムを経営しています。日

焼けサロンも併設しており、また、最近は好きが高じてオー
ダースーツ業も始め、９月に三年坂にて専門店もオープンし
ます。大袈裟かもしれませんが、トレーニング、スーツどち
らも携わることがお客様の人生が変わるきっかけになると信
じ取り組んでいます。
トレーニングを通じてお客様が喜んでくれた時、スーツを

着た時のお客様の笑顔が、私自身の喜びになっています。
店舗や家のＤＩＹが大好きで、幼少期に始めた自転車いじ

りがバイクいじりに変わり、車いじりに変わり、今では建物
いじりです。設計図を書いて完成した時の満足感がたまりま
せん。ちなみに同じ位すぐに破壊するのも好きです（笑）。

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♪
２０１９年度にセクレタリーをさせていただいた時のアテ

ンド業務です。自分自身の業務などのスケジュールを管理し
ながら、数名のセクレタリーで連携して理事長に付くアテン
ド業務を行う。ＪＣ活動ならではの連携プレーでした。
１人の理事長を事務局長、事務局次長、５人のセクレタリ

ーが連携して補佐する。企業での就労経験がほとんどない私
にはとても新鮮であり学びが沢山ありました。

委員会の運動への想いを皆に伝えてほしいらん♪
８月２５日（木）に８月定時総会を開催いたします。総会

では全メンバーが意見を発せられる場であります。そして今
回は２０２３年度理事長予定者のお披露目の場所でもありま

すので、ご参加いただきますようよろしくお願いいたし
ます。また、１年を通して皆さまのＪＣ活動をとりまと
め、情報として発信する大切な役割を担っていると感じ
ています。

読者の皆にメッセージをお願いするらん♪
「人は見た目が９割」と名打つ本もあるくらい、第一

印象は大切です。ＪＣマンとして体や服装の身だしなみ
に悩んだらご相談ください。

『６５周年式典・祝賀懇親会』
＜事業開催日時＞：２０２２年９月１０日（土）

記念式典１６：００ 祝賀懇親会１８：３０
＜事業開催場所＞：ダイワロイネットホテル和歌山４階

ボールルームグラン
９月１０日（土）に関係諸団体、先輩諸兄とともに会員一同が築いてきた和歌山青年会
議所の歴史を振り返り、創立６５周年を記念しまして、記念式典ならびに祝賀懇親会を
開催いたします。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。

（６５周年運営委員会 委員長 大浦 正嗣）

『第７１回全国大会大分大会 ＬＯＭナイト』
＜事業開催日時＞：２０２２年１０月８日（土）２０：００
＜事業開催場所＞：大分県大分市
１０月８日（土）に大分の地にて全国大会が開催されます。また、併せて卒業生の皆さ
ま並びに出向者の皆さまを労い、メンバー間の交流を深めていただくためにＬＯＭナイ
トを開催いたします。メンバーの皆さまにはご参加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）


