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10月18日㈯、長門の地にて開催されました「第51回山口大会」
に５名の卒会生を送り出すべく参加してまいりました。長年
LOMの発展に活動していただいた荒川光雄君、大嶋匡史君、中
野隆君、野間保宏君、松本俊孝君、ご卒会おめでとうございます。

式典での褒賞アワードでは、松本俊孝君が率いる2013年度社
会開発委員会事業「幕末財宝伝～解き明かせ！！晋作が残した
手紙～」が地域開発部門賞を獲得いたしました。
おめでとうございます！！

次に大懇親会では、米重ブロック会長が漁船に
乗って登場するなど、仙崎港という開催場所を活
かした演出で大変盛り上がりました。

最後になりますが、恒例の卒会式・忘年会パー
ティ（12月12日）が開催されます。卒会生を盛大
に送り出すべく、会員一丸となって準備を進めて
おります。先輩方におかれましても万障お繰り合
わせの上、ご参加いただきますようお願い申し上
げます。 専務理事 波多野慎一
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９月12日の例会にて、会員資質向上委員会が担当する「防
災・減災セミナー」が行われました。今回の例会では公益社
団法人 中越防災安全推進機構 地域防災力センターのチーフ
コーディネーターである河内毅氏を講師として招き、防災・
減災をテーマに昨年、萩市で起きた豪雨災害を振り返り、ワ
ークショップ形式で行いました。青年会議所メンバーだけで
なく、社会福祉協議会、萩市、その他にボランティア活動を
された地域住民、各団体の方々、またオブザーバーとして日
本JCの災害・復興支援委員会メンバーにも集まっていただき
ました。例会前日から事前ヒアリング等の準備をしたおかげ
もあって、参加した皆様から災害当時やボランティアセンタ
ー立ち上げ、ボランティア活動に関して貴重な経験談、活発なご意見をいた
だくことができました。今回のセミナーによって、青年会議所メンバーの防
災意識の向上、また有事の為の各団体との平時からの顔の見える関係の構築
に繋がったと思います。 会員資質向上委員会　副委員長 原田　一紳

10月度例会は大久保先輩を講師としてお招きして「未来を見据え
る会計力」が開催されました。

萩青年会議所を仮想の株式会社とし、平成25年と平成26年の決算
報告書を比較しながら、資金繰りを考えました。

各委員会で話し合いながら経営状況を読み取ることにより、会計
の基礎知識を学び、ディスカッションして現状把握や問題点を浮き
彫りにして洞察力を練磨していき、会社が利益を出すためにはどう
したら良いかについて考えました。委員会ごとの発表もあり、闊達
な議論が交わされて大いに盛り上がっていました。

会員の中には経営に詳しい方もそうでない方もいましたが、大久
保先輩のわかりやすい説明のおかげで皆がよく理解できたと思いま
す。今回経営について学んだことをそれぞれの会社に持ち帰って会
社の経営に反映させて頂ければと思います。

青少年育成委員会　委員 岡田　　泰
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10月11日㈯、12日㈰と松山の地で開催された公益社団法人日本青年
会議所第63回全国大会松山大会に参加してまいりました。今回の大会
は松山城内の公園が大懇親会、卒業式などの式典やたから市などのイ
ベントが開催されるメイン会場でした。見上げれば山の上には、松山
城天守閣が雄大にそびえていました。

大懇親会で全国のおいしいものを食べ、ライブで盛り上がり、その
ままの勢いでLOMナイトへと移り、卒会生５名の方たちと現役会員
とが一体となって大いに盛り上がり、お祝いすることができました。

全国大会が開催された日は台風が接近しており色々と心配しまし
たが、私たちが松山に滞在しているときには、雨風もなく天気に恵
まれ、天気も松山に全国から集まった卒会生たちを祝福してくれた
のだと思います。

事務局長といたしましては、設営においてご参加いただいた皆様
にご迷惑をおかけいたしましたが、参加いただいた皆様と卒会
生５名の方たちの卒会をお祝いできたことをうれしく
思っています。ありがとうございました。

事務局長 江山　普郎

2008年４月に入会して６年と８カ月のJC
生活でした。多くの先輩方や現役のメンバー
と出会えてご縁を頂いたことがJCに入会して
得た宝物です。JCに入会していなければ経験
できないことをたくさん経験させて頂き、自
分では青年として、経済人として大きく成長
できたと思います。終わってみればあっと言
う間でしたが、楽しい思い出ばかりが目に浮
かびます。ご縁を頂いた皆様に感謝いたしま
す。本当にありがとうございました。　

このたび、皆様のご支援のもと萩
青年会議所を無事卒会することにな
りました。5年という短いJC生活で
したが、本当に充実した日を送るこ
とができました。入会した当初は何
もJCのことがわからずただ時間が過
ぎてしまっていましたが、活動を続
けることでJCの奥深さを感じ、気付
けばその魅力に引きこまれていまし

た。そのようなJCで活動するきっかけをいただき感謝し
ております。JC生活で経験させていただいたことをこれ
からの人生に活かして、地域に貢献していきたいと考えて
おります。今までご支援賜りました先輩の皆様、現役の皆
様、本当にお世話になりました。

野間　保宏

平成16年に金子聖司先輩、豊田善
隆先輩の推薦のもと入会し、一度は
退会しましたが、平成20年に山縣賢
一郎先輩、豊田善隆先輩の推薦で再
入会させて頂き、無事満期卒会を迎
える事となりました。振り返れば本
当に多くの事を学ばせて頂き、長か
った様であっという間の現役生活で
した。これも今まで支えて頂いた多

くの先輩のご指導によるものと御礼申し上げます。これか
らはJCで学んだ事、経験させて頂いた事を今後の人生に
活かして頑張って行きたいと考えます。最後になりますが、
卒会までご支援、ご協力を頂きました先輩の皆様、現役会
員のみんな、本当にありがとうございました。

大嶋　匡史　

中野　　隆

2008年10月に研修会員として入会し多く
の方々に助けられ、無事卒会することになり
ました。活動の中で特に思い出に残っている
のは、やはり55周年実行委員長をやらさせて
いただいた事です。この時に多くの先輩にお
会いし、いろんな話をお聞きし、毎日JCと
は？と考えていた記憶があります。卒会した
ら萩青年会議所で過ごした6年間の経験を生
かして、仕事に頑張って行きたいと思ってい
ます。先輩方、これまで支えてくれた現役の
皆さん本当にありがとうございました。

荒川　光雄

時が経つのは早いもので、卒会まであと僅
かとなりました。入会当時には、長く感じた
6年半のJCライフでしたが、今思うとあっと
いう間のJCライフでした。多くの人との出会
い、様々な修練、それらの一つ一つが自分の
為になったなと改めて感じております。本当
に良い勉強をさせて頂きました。この青年会
議所で学んだことを今後の人生に役立てて精
進して参りたいと思います。そして、多くの
先輩方そして現役メンバーに支えられたから
こそ無事に卒会を迎える事が出来るのだと思
います。本当にありがとうございました。

松本　俊孝
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今回で今年最後のＪＣニュース第６号となりました。皆様の記事へのご協力、楽しい写真のおか
げでＪＣニュースを作りあげることができました。この事業を通じていろいろなことを感じ、また
勉強をさせていただきました。あと少しの残りの期間もしっかり広報活動し、次年度につなげてい
きたいと思います。１年間本当にお世話になりました。

総務広報委員会　委員長　野間　保宏

編集後記

同 好 会 報 告
第４回 ブロック研究会

９月14日㈰、萩セミナーハウスにて、意気あふれる人財育
成プログラム～JAYCEE松下村塾～研修「離」が行われまし
た。我らが大嶋監事が委員長を務められる「守」「破」と続
いたブロック事業の集大成です。JAYCEEとして、またリー
ダーとしての資質を向上するために何をするか、考え方の方
向性を考えさせる、とてもためになる研修でした。

率先して行動する、行動することの優先順位を考えていく、
傾聴し自分の利益と他人の利益を得るなど、演劇やディスカッ
ションの中で考え、感じ、身についていくことが出来、自分の
業務や生き方を振りかえり、見直す良い機会となりました。

そして、なんといっても大嶋監事の委員長あいさつでの情
熱の入った言葉に、その場にいた方たちはみな心を揺さぶら
れたのではないでしょうか。大嶋監事、お疲れ様でした。あ
りがとうございました。

総務広報委員会　副委員長 赤木　正雄

10月25日㈯、南日本海ネットワ
ーク会議が浜田のオープンハー
ト・ジョイプラザにて開催されま
した。萩、長門、益田、浜田、江
津の青年会議所が参加し情報交換
をしました。会議では各青年会議
所が本年度行った事業についてプ
レゼン発表を行いました。萩青年
会議所も社会開発事業、萩市活性
化「萩燃ゆ」プロジェクトと青少
年育成事業、子供達よ！海を渡れ
～グルメハンター in 大島～を発
表しました。他LOMの事業も聞
くことができて、こういう発想もあるのかとた
いへん参考にさせていただきました。

懇親会においては、隣接したLOM同士でわき
あいあいとした雰囲気で名刺交換をしました。
各LOMの現状や地域経済の話題など個人的にも
刺激になる懇親会でした。

この会議は各LOMの活動内容を知る場であり、
隣接した地域の交流ができる有意義な会議で、ぜ
ひこのような機会を大切にしていきたいと思いま
す。 総務広報委員会　委員長 野間　保宏

去る10月27日㈪に、トマト村にて第４回ブロック
研究会を開催しました。今年は３卓開催ばかりでし
たが、10名のOBの方にもご出席を頂き４回目にし
て初の４卓開催となり賑やかなブロック研究会とな
りました。結果の方はOBの方々のパワーに押され
現役メンバーはほぼ全員が下位という結果になりま
した。そして、第４回ブロック研究会の優勝はまた
また佐伯先輩となりました。おめでとうございます。

次回ブロック研究会は最
終戦となります。是非多
くのご参加をお待ちして
おります。
ブロック研究会　幹事

松本　俊孝
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が、10月26日㈰ 萩・石見カントリ
ークラブにて行われました。当日は
天候に恵まれ、秋晴れの空の下、た
くさんの先輩方と楽しくプレイさせ
ていただくことができました。私事
ではありますが、この日じゃがいも初参戦ということで若干
緊張気味ではありましたが、先輩方に優しくご指導を頂きま
して、とても勉強になる一日でした。そんな中、接戦を制し
優勝に輝いたのは、井町理事長予定者でした。おめでとうご
ざいます。そして、その後行われました懇親会にも先輩方に
ご出席いただき楽しい時間を過ごさせて頂きました。次回開
催も多くの先輩方、現役会員の皆さまのご参加を心よりお待
ちしています。 会員資質向上委員会　委員 井上　雅之
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