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昨年、萩市は今まで経験したことのない記録的豪雨により甚大な被害に見舞われ、

多くの方々が被災をされました。被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

2013年度は槇垰理事長のもと副理事長として活動させていただき多くを学ばせ

ていただきました。新入会員になって４年目という私が理事長職に就くこととな

り、経験不足であることは否めませんが、不安は全くありません。それは、1957

年から先輩方より受け継がれてきた萩青年会議所の誇り、伝統、そして地域を愛

する思いは必ず次世代の会員に引き継がなくてはならない。萩青年会議所理事長

としての責務を必ず全うする。という強い使命感を感じているからです。

2014年度、スローガンを「約束～揺るぎ無い行動哲学～」と

いたしました。

会員の皆様には、萩青年会議所会員として、萩市経済を支える青年経済人とし

て自らが将来果たさなければならない約束を各々がし、その約束に支えられた行

動哲学をもってほしいと願います。世の成功者や偉人達は必ずと言っていいほど

困難に直面しています。しかし、彼らの目的が明確であるため、途中にある困難

を困難とせず成功のためのハードルとして乗り越えています。約束をすることは、

つまり志をもつことであり、行動哲学は自ずと生まれてきます。時代がどんなに

変わっても成功の為の絶対的条件といっても過言ではありません。私たちの住む

地方では、未だ景気の好転を実感できないままです。しかし、私たち青年会議所

会員、青年経済人としての約束は無限の可能性を切り開き、萩青年会議所の事業

が萩市の明るい未来を示唆し、それぞれの事業所が繁栄し、萩市の経済に直接貢

献することとなると信じています。

今年57年目を迎えられたのも、先輩方が今まで暖かく見守っていただているお

蔭であると感謝いたしております。１年間、私たちは青年らしく、失敗を恐れず、

勇気と情熱をもって全力で事業に取り組む覚悟でございます。萩青年会議への今

後の一層のご支援、ご鞭撻をお願いして新年の挨拶とさせていただきます。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

第58代理事長

井　上　光　治
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新年明けましておめでとうござ
います。昨年は、公益社団法人を
取得し移行して最初の年を迎え、
そして先輩の皆様方、現役メンバ

ーのご支援ご協力のお陰を持ちまして、第57代理事長
を無事に務める事が出来ました。心より感謝申し上げ
ます。本年度は「約束 〜揺るぎ無い行動哲学〜」のス
ローガンの下、直前理事長として今まで経験してきた
ことを生かして井上理事長をはじめメンバーの皆さん
をしっかりと支えていきたいと思います。本年もどう
ぞよろしくお願いいたします。

役 員 所 信
直前理事長

槇垰　守貢
新年あけましておめでとうござ

います。昨年は、会員指導力委員
会委員長として大変お世話になり
ました。本年度は井上理事長の下、

副理事長を仰せつかり、会員資質向上委員会、社会開
発委員会、青少年育成委員会の３委員会を受け持たせ
ていただきます。初めての副理事長という職にやる気
と不安が入り乱れていますが、入会から６年の経験を
元に職務に努めたいと考えております。１年間どうぞ
よろしくお願いします。

副理事長
横山　武志

新年明けましておめでとうござ
います。2014年度公益社団法人
萩青年会議所 専務理事を務めさせ
て頂きます波多野慎一と申します。

１年間宜しくお願い申し上げます。2014年度、井上
理事長の「約束〜揺るぎ無い行動哲学〜」のスローガ
ンの下、専務理事という大役を任され、大変身の引き
締まる思いです。会の運営、そして委員会活動がスム
ーズに進められるように精一杯頑張ります。

何卒ご指導、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申
し上げます。

専務理事
波多野　慎一

新年あけましておめでとうござい
ます。本年度、井上理事長の下、総
務広報委員会の委員長という大役を
仰せつかり、非常に責任を感じてい

るところです。総務広報委員会というのは、JC活動のす
べてを見渡せていないといけない、青年会議所の要とな
る委員会と考えています。委員会をしっかりまとめ、み
んなでJC活動を学んで成長していきたいと思います。私
としてもJC生活最後の年を悔いなくやり遂げたいと思い
ますので、なにとぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
いたします。本年１年間よろしくお願い申し上げます。

総務広報委員会　委員長
野間　保宏

新年あけましておめでとうございま
す。昨年は専務理事を務めさせて頂
きました。１年間多くの皆様方に支え
て頂き、心より感謝申し上げます。

本年度は、井上理事長の下、社会開発委員長という大
役を仰せつかりました。今一度、社会開発という意味を
良く考え、“萩青年会議所ここにあり！”となるべく事業
展開をしたいと考えております。

皆様には、色々ご協力のご依頼をする事があるかと思
いますが、何卒皆様方のご指導ご支援を賜りますようお
願い申し上げます。

社会開発委員会　委員長
世良　真智志

皆様、明けましておめでとうご
ざいます。昨年は総務広報委員会
委員長として、新年宴会から卒会
式・忘年会まで多大なご協力を頂

きありがとうございました。本年度は、井上理事長の
もと青少年育成委員会を仰せつかりました。私自身、
事業系の委員会は初めてですが委員会メンバーと共に
一つになり、この青少年育成事業を全力で取り組んで
参りたいと思います。どうぞ１年間、ご指導ご鞭撻の
程よろしくお願い致します。

青少年育成委員会　委員長
井町　嘉助



新年あけましておめでとうござ
います。

このたび、会員資質向上委員会委
員長を拝命しました吉崎滋洋です。

JC歴は短いのですが、伝統ある萩青年会議所の一員と
して理事の大役を任されたこと、大変に身の引き締まる
思いです。

諸先輩方が築いてこられた萩青年会議所の伝統を引き
継ぎ、次の世代に繋げるために全力で取り組んでまいり
ます。非力・非才の身でありますが、なにとぞご指導ご
鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

会員資質向上委員会　委員長
吉崎　滋洋

昨年は副理事長をさせていただ
き、多くの勉強をさせていただき
ました。本年度は監事を仰せつか
りました。これまでの経験を生か

し、ラストイヤーでもありますので、後輩の為に頑張
りたいと思います。最後まで、己を磨き、会員の模範
となるような行動をしていきたいと思います。

井上理事長のもとこの萩市の為に頑張っていきたい
と思いますので、先輩方におかれましても昨年同様、
ご指導、ご鞭撻のほどよろしく申し上げます。

１年間どうぞよろしくお願いいたします。

監事
荒川　光雄

新年あけましておめでとうござ
います。本年度は監事を務めさせ
ていただきます。今までの自分自
身の経験を踏まえながら、また、

自分自身も学びながら職を全うしていきたい所存です。
ラストの年、悔いの残らないような１年にしていきた
いと思いますので本年も昨年同様ご指導ご鞭撻をいた
だきますようよろしくお願い致します。

監事
大嶋　匡史

新年あけましておめでとうござ
います。本年度、井上光治理事長、
波多野慎一専務理事のもと事務局
長を務めさせていただきます。

本年度のスローガン「約束〜揺るぎ無い行動哲学〜」
のもと、萩青年会議所会員全員がJC活動をしっかりと
できるように、一生懸命、務めていく所存です。皆様
のご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

事務局長
江山　普郎

11月29日㈮、毎年恒例の薩長土肥の会を萩青年会議所の主管で開催しました。
まずは松陰神社で公式参拝を行い、松下村塾内で、上田宮司の講義を聞かせて
頂くとともに、理事長座談会を行いました。
場所を移して薩長土肥の会を作られた時の理事長である、萩青年会議所25代理

事長大嶋宏史先輩にご講義を頂きました。懇親会では、このたびの萩の集中豪
雨災害を受け、鹿児島青年会議所、萩青年会議所、高知青年会議所、佐賀青年
会議所間で災害協定を結ぶこととなりました。懇親会の場でROM、ブロックの
垣根を越えて協力体制がとれることがJCの素晴らしさだと感じました。また、自分は初めて薩長土肥の
会に参加しましたが、皆さま和気あいあいと、時に熱く語る姿にとても楽しく過ごすことが出来ました。
遠方から萩の地へお越し頂いた３ROMの皆さま、講義をして頂いた上田宮司、大嶋先輩あり

がとうございました。
萩ソーシャルデザイン創造委員会

副委員長　赤木　正雄

2013年11月29日（金）場所：松陰神社

薩長土肥の会



去る12月12日㈭萩本陣にて卒会式・忘年会が開催
されました。
総務広報委員会は３名と少ない人数ながら、多く

の方々にご助言、ご協力を頂き、無事終えることが
できました。ありがとうございました。
会場にはシニアクラブ会長井町洋昭先輩をはじめ

と致します39名の諸先輩方、そして30名の現役会員、
総勢69名の皆様でお二人をお祝いすることが出来ま
した。
本当にご卒会されたお二人からは多くの事を教え

ていただきました。今まで、たくさんの思い出と
様々なお力添えありがとうございました。これから
先、我々現役会員はお二人から学んだことを、地域
へ、そして自分の会社、事業等へ活かし、前へ進ん
でまいりたいと思います。
関伸久君、増山真吾君、JC生活大変お疲れ様でし

た。本当に満期ご卒会おめでとうございます。　　　　　　　　　
総務広報委員会　委員長 井町 嘉助

12月12日㈭は萩青年会議所において特別な日でし
た。2013年のこの日、卒会を迎えるのは増山真吾君と
関伸久君の２名でした。入会間もない私にとって初の
卒会式であり、入会前より親交のあったお二方が入れ
替わるように飛び立っていく卒会式でした。歴の長い
増山君には、JCについてまだまだ深く教えて頂きたい
…、コンピテンスの高い関君には、スキーム作りやマ
ネジメントを、同じ団体のメンバーとして身近で学ば
せて頂きたい…。しかしながら、同じ現役メンバーと
してそれはもう叶わず、もっと早くに入会するべきだ
ったと改めて後悔し、寂しくも感じました。
「この人とまだまだJC生活を送りたい。」と残されたメ

ンバーに思ってもらえる12月12日を５年後に迎えたいで
す。そう感じさせてくださったお二方に感謝しております。
卒会後、JCで磨き上げた資質を存分に発揮され、更

に躍進されますことを祈念しております。お疲れさま
でした。 会員指導力委員　田村　卓巳



12月24日㈫に恒例の「サンタよい子の訪
問」を開催させて頂きました。当日はOBの
方々から５家庭、現役から９家庭の訪問希
望を頂き、槇垰理事長と卒会生の増山監事、
関委員長に本年新しく購入したサンタクロ
ースの衣装で、遠くは当委員会メンバーで
あります森田君のお宅がある田万川までプ
レゼントを配って頂きました。私も関委員
長サンタと一緒に各家庭を訪問させて頂きましたが、どの家庭
に行っても温かく迎えて頂き、子供たちの笑顔に癒された夜で
した。来年も本事業は開催されると思います。多くのご参加を
お待ちしております。

会員指導力委員会　委員長　横山　武志

2013年12月24日（火）
場所：良い子宅

サ タンサ タン

３分間スピーチ　理事長賞
山本　早百合君

最優秀委員会　総務広報委員会 例会出席　優秀会員

３分間スピーチ　最優秀会員賞
池田　光毅君

最優秀会員賞
大嶋　匡史君



新年あけましておめでとうございます。
いよいよ2014年度がスタートをきりました。総務広報委員会もチームワークでみんな一丸となっ

て広報活動を頑張っていきたいと思います。萩青年会議所のホームページもリニューアルし、いろ
いろな記事を載せていきたいと思います。本年もどうぞ１年間よろしくお願いいたします。　　

総務広報委員会

編集後記

この度正会員となりました萩市
水産課の山本です。これからJC
活動に邁進、と言いたいところで

すが、この３月で萩市への出向期間が終わってしま
うので、萩JCで過ごせる時間も残りわずかで残念で
す。萩で自分の本業である水産業の関係者だけでな
く、萩JCで若手経済人の方々と知り合い、行動を共
にできるのは大きな喜びと感じています。もっと早
くJCという存在を知っていればと常々思いますが、
この限られた時間と志を同じくする仲間を大切にし、
最後まで精一杯頑張りますので、よろしくお願い致
します。

山本　隆久
萩市役所

新年あけましておめでとうござ
います。１月度例会より正会員とな
りました恩村英一郎です。昨年８

月より研修会員として入会しましたが、会員の皆様の事
業に対する熱意のこもった取り組みを目にして正会員と
なった今、改めて責任と使命感を痛切に感じております。　
またOBの方々ともお会いした中で萩JCの永き歴史に

も触れ、今後もこの名を汚さぬよう会員の１人として
JC活動を全うしていきたいと思います。　
担当委員の委員長をはじめ、会員皆様のご指導を仰ぎ

つつ自分の更なる飛躍を目指してこれからも頑張ります
のでよろしくお願いします。

恩村英一郎
正
会
員
紹
介

萩山口信用金庫　仙崎支店

１月度例会より正会員のご承認
をいただきました長山達哉です。
10月度例会より研修会員として入
会させていただき、厳かな例会の

雰囲気や委員会での活動、様々な行事を通じ、早く
も自分の中の意識が変わってきたように思います。
また、現役会員、OB会員、他LOMの会員の皆様とお
話させていただく機会が増える中で、市役所の枠で
はお会いできなかった人脈が構築できるなど、徐々
にJCの魅力を感じております。今後、伝統ある素晴
らしい団体の名に恥じぬよう、しっかり学び、しっ
かり楽しんでいきたいと思いますのでよろしくお願
いいたします。

長山　達哉
萩市役所

12月度例会にて正会員になりま
した山本早百合です。思えば大嶋
室長に「まぁ、ええからやってみ
ーや」と誘って頂き、JCが何か

もよくわからないまま７月に研修会員として入会致
しました。しかし25年11月に行われた会員資質向上
セミナーで大久保直前と増山監事の講演を聞き、萩
JCに入会して良かったという気持ちと共に、これか
ら自分がどのようにJC活動に取り組んでいくかを改
めて考えさせられました。子供をかかえてJC活動を
していくには、周りの方々のご理解とご協力なくし
ては続けていけません。これからもご指導の程よろ
しくお願い致します。

山本早百合
第一生命

新年明けましておめでとうございます。本年のブロ
ック研究会の幹事を仰せつかりました松本と申します。
昨年までは副幹事としてお世話をさせて頂きました経
験を生かし頑張って設営して参ります。参加して頂け
る先輩方、現役会員が楽しめるブロック研究会にして
いきますのでご参加の程よろしくお願い申し上げます。　

ブロック研究会　幹事　松本　俊孝

ブロック研究会

新年あけましておめでとうございます。本年、萩JC
ダイナマイツのキャプテンを務めさせていただきます
池田光毅です。これまで長きに渡り、ダイナマイツを
支えて下さいました増山先輩が昨年卒会され、大きな
柱を失いましたが、本年がラストイヤーの中野監督、
荒川ヘッドコーチのもと、チーム一丸となって地区大
会出場を目指します。私もキャプテンとして、チーム
を盛り上げていけるよう努めて参ります。皆様、応援
よろしくお願いいたします。

萩JCダイナマイツ　キャプテン 池田　光毅

萩JCダイナマイツ

新年あけましておめでとうございます。昨年に引き
続き、てるてる坊主の幹事を務めさせていただきます
江山です。
昨年は初めての幹事で不慣れな点もあり、ご迷惑を

おかけしました。11年目となる本年は、昨年の反省を活
かし、安全運転を第一として活動していきたいと思い
ます。バイクだけでなく自動車でも参加できますので、
多くのOBの皆様や現役会員の皆様の参加をお待ちして
おります。１年間どうぞよろしくお願いいたします。

てるてる坊主 幹事 江山　普郎

てるてる坊主

新年あけましておめでとうございます。本年度じゃ
がいもの幹事を務めさせていただきます横山です。入
会から６年初めて同好会の幹事職を仰せつかり、歴代
幹事の方々の素晴らしい設営に負けないように12月の
取り切り戦の時にOBの皆様、現役会員の皆様に楽し
かったと言っていただけるように設営していきますの
で、OBの皆様、会員の皆様、多くのご参加お待ちし
ております。本年１年どうぞよろしくお願いします。

じゃがいも　幹事 横山　武志

じゃがいも




