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山口ブロック球技大会
日時日時日時 山口リフレッシュパーク日時日時会場
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５月24日（土）・25日（日）、山口市にて山口ブロック球技大会前夜
祭、本大会が開催されました。この大会に向けて萩JCダイナマイツは練
習に練習を重ね地区大会出場を目標に頑張ってきました。そして前夜祭
もほどほどにいざ当日、選手全員最高の状態でグラウンドに入りました。
まずは予選リーグ１試合目、下関JC戦。早々に先制点を許しましたが、
その後は荒川助監督の剛腕がうなりをあげ相手バッターを抑えていきま
した。しかし打線が振るわず惜しくも敗れてしまいました。続いて背水
の陣で臨んだ２試合目、山口JC戦。この試合ではホームランが飛び出す
など打線が奮起、ピッチャー陣も必死の継投策で凌いでいきましたが、
こちらも惜敗し予選リーグ敗退の結果となりました。今年地区大会出場
の夢は叶いませんでしたが、ルーキー達の活躍は随所に見られ今後のダ
イナマイツ飛躍の可能性を十分確信できる試合だったと思います。最後
になりますが、今年チームをまとめた中野監督、池田キャプテン、最後
まであきらめず必死に戦った選手の皆さんお疲れ様でした。そして応援
してくださった先輩の皆様、たくさんの声援を頂いた応援団の皆様、本
当にありがとうございました。

総務広報委員会　委員 恩村英一郎
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市長例会市長例会市長例会５月度
例　会

５月12日（月）の５月度例会にて私達、社会開発委員会の主管で毎
年恒例である萩市長をお招きしての市長例会を行いました。
当日は市長と理事の方をパネリストとしてディスカッション形式に
て、事前に行ったアンケートで３つの質問（１. 災害復旧）（２. 明治
維新150年）（３. まちづくり、ひとづくり）を元にコーディネーターで
ある田村君が野村市長にご意見を伺い、それに対して会員がさらに質
問をしたり意見を述べたりと大変有意義な時間となりました。私自身
も副委員長として初めて運営の仕事を携わる事となり、また当日の３分間スピーチ
も控えており、頭の中がいっぱいいっぱいで、あっという間に終わってしまった様
な感じでしたが、後々考えてみると色々な経験が出来、貴重な時間となりました。
野村市長と公の場で、直接意見交換が出来ることも萩青年会議所会員の醍醐味であ
ると共に、お忙しい中、貴重な時間を頂いての意見交換ですので、私たちも、日々
萩市の情勢や経済の事などを勉強し、
今年より来年といった形で、市長例
会を通じて青年経済人として成長し
ていけたらと思いました。最後にな
りましたが、会員の皆様、事前アン
ケートのご協力、誠にありがとうご
ざいました。
社会開発委員会   副委員長 森田　大介

去る６月20日（金）に萩たなかホテル指月の間にて、６月度例会が開催されま
した。
この例会は益田JCとの合同例会でした。隣の市でありながら、県が違うた
めに接する機会の少ないLOMの方々との例会は、非常に学ぶべき事の多い例
会となりました。

JCに対する取り組みの姿勢、社会的な問題へと切り込
んでいく３分間スピーチなど、私たちがより良くなるべ
き多くのヒントがそこにあったかと思います。
そんな例会の中でも、特に印象に残ったのが「経営者
セミナー」での講師、（株）アートカンパニー藤井代表の
お話でした。
自分自身、社員教育について最近かなり悩んでいました。
そんな時に、自分のビジョンをどう新入社員に伝えて
いくのか、実際に使われた映像まで見せて、熱く語って
いただいた内容は、一般的なセミナーを何日も受けるよ
り遙かに意味の深い１時間であったかと思います。
そのようなセミナーを受け、改めて自分の未熟さを痛
感しています。
それを感じることが出来た経営者セミナー。この心に
直接響いてくるような内容は、まさにJCならではであっ
たと思います。
後の懇親会では、益田JC、萩JCのメンバーがお酒に余
興にと、和気藹々とした時間を過ごすことが出来ました。

会員資質向上委員会 吉村龍一朗
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国民による未来創造プロジェクト国民による未来創造プロジェクト

意気あふれる人財育成プログラム
〜 J A Y C E E  松下村塾 〜  研修「守」

５月18日（日）、山口ブロック協議会意気あふれる人財育成委員会の委員長とし
て出向されている大嶋監事のアカデミー事業、意気あふれる人財育成プログラム
～JAYCEE 松下村塾～研修「守」が、萩セミナーハウスで開催されました。
まず始めに、アイスブレイクとして、日本青年会議所の佐藤和樹トレーナーに

よる、「Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ＆Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」で実践を交えながら楽しくコミュニケー
ションの原理を学ぶことができました。コミュニケーション能力の向上のため、
いろんな場面でこのプログラムを活用したいと感じました。
午後からは松陰神社宮司の上田俊成先輩を講師にお招きし、吉田松陰先生を中心とした明治維

新という大改革を成し遂げた先達の行動力と精神力について、大変貴重な講演をいただきました。
最後に、大嶋委員長の思いが詰まった「士規七則」を素読、講釈を行うことで、井上理事長の

所信にもある、「幕末・維新の志士たちの揺ぎ無い行動哲学」をより学ぶことができたのではな
いかと思います。今回の対象者は入会３年未満のメンバーでしたが、次回７月５日（土）は全員
が対象となっています。是非多くの会員の出席で臨みたいと思います。

会員資質向上委員会 長山　達哉

５月10日（土）、鹿児島の地にて公益社団法人鹿児
島青年会議所創立60周年記念式典が開催されました。
地域に根ざした活動を展開してこられた歴史を感じる
ことの出来た記念式典・祝賀会でした。「薩長土肥の
会」の同士達とも再会し、次回、秋の開催時に災害時
応援協定調印へ向けての具体的な話も出てきました。
今後も連絡を密にして友好を深めていきたいと感じま
した。 専務理事 波多野慎一

５月31日（土）にルネッサながとにて長門青年会議所
創立50周年式典に出席してまいりました。
式典では前川理事長をはじめ、メンバーの方々が50周

年という大きな節目に対する強い思いが感じられる素晴
らしい式典でした。
懇親会では場所を大谷山荘に移動し行われました。地

域の食材を凝った演出でPRするなど式典に引き続き素晴
らしい内容でした。
萩青年会議所も来年は会員大会を主管します。長門JCさん
に負けないよう萩JCも団結して頑張っていきましょう。
青少年育成委員会委員長 井町　嘉助

５月２日（金）に「全国一斉！国民による未来創造プロジェクト」が、周南市新南陽ふ
れあいセンターにて開催されました。
パネリストとして、参議院議員江島潔さん、東亜大学准教授福田達也さん、一般社会人
１名、高校生４名が壇上に上がり、事前に県内の高校生から集めたアンケートをもとにパ
ネルディスカッションが行われていきました。
これから先、投票権を持つ高校生たちの質問に江島さんと福田さんが一つずつ丁寧に分
かりやすく答えていたのが印象的でした。
準備万端でとても充実した内容でしたが、観客に高校生がほとんどいないのが残念でした。
この事業に関わった人が、憲法について関心を持ち、憲法について自分で考え議論をす
ることが大切だなと感じて頂くことが目的でしたので、一人でも多く参加者を増やしていけたら、より事業が充実したも
のになると思いました。
この事業は47都道府県各ブロックで同じ時期に一斉に開催され、リアルタイムで行ったアンケートが当日のうちにプレ
スリリースされていたので、やはりJCの力はすごいと感じました。
当日駆けつけて頂いた萩JCメンバーの皆様、大変ありがとうございました。

（公社）日本青年会議所 中国地区 山口ブロック協議会  憲法論議推進委員会　委員 岡田　　泰
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研修会員紹介

ようやく梅雨時期も終わり、暑い夏がやってこようとしています。そして萩青年会議所も事業系
の社会開発委員会、青少年育成委員会の事業も熱く展開されようとしております。萩夏祭りの最終
日にはのんた大提灯も行われます。これらの事業を成功させるために会員一丸となって取り組んで
いきたいと思います。 総務広報委員会　委員長　野間　保宏
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㈲萩新栄

同 好 会 報 告
第３回井上理事長杯じゃがいも
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  柳井
６月29日㈰

去る６月22日（日）に、防府の地にて（公社）防府
青年会議所の55周年記念式典・記念講演会が行われま
した。多くのご来賓とOBの方々をお招きして、厳粛の
雰囲気の中55周年記念式典が進んで行きました。防府
青年会議所55年の歴史を振り返り、そして60周年まで
の防府青年会議所の進むべき道を来場者に明確に示す
良い記念式典でした。後の記念講演では、「五体不満足」
の著者の乙竹氏が自身の過去の話を交えての話をして
頂き大いに会場が盛り上がりました。
参加されたメンバーも、萩青年会議所がもうすぐ迎

える60周年に向けての良い機会になったと感じます。
青少年育成委員会 松本　俊孝

６月29日（日）、柳井の地にて一般社団法人柳井青年会
議所創立55周年記念式典が開催されました。記念式典が
行われた柳井クルーズホテルでは、会場の設営そしてい
ろいろな演出に楠英昭理事長の記念式典に対する思いが
伝わってきました。緊張した様子がうかがえましたが、
心のこもった素晴らしい記念式典でした。
歴代理事長代表挨拶では第50代理事長で、山口ブロ

ック協議会会長も経験されました平田哲二様が、楠理
事長にこれからの柳井青年会議所に対する熱いメッセ
ージを伝えられました。
我々のLOMも今年57周年を迎えます。これから60周

年もすぐやってきます。今年各地で周年事業を見てま
いりましたが、他LOMの記念式典にも少しでも多く参
加して、来るべき60周年にみんなで一丸となって備え
なければならないと改めて感じさせられました。

総務広報委員会
委員長　

野間　保宏

第３回井上理事長杯じゃがいもが、６月15日（日）朝陽カントリー
クラブにて行われました。
たくさんの先輩方にご参加いただき、天候にも恵まれて、和気あい

あいと楽しくゴルフが出来ました。
そんな中、絶妙なアプローチとパットを武器に優勝されたのは大久

保先輩でした。そして上位５名すべて先輩方が占
められました！現役メンバー頑張りましょう。
次回じゃがいもは、８月31日（日）開催予定です。
次回もたくさんの先輩方に参加して頂き、一人でも
多くの現役メンバーで先輩方に挑んでみたいと思い
ます。是非たくさんの参加者をお待ちしております。

じゃがいも　副幹事 長岡　一成

㈲萩新栄 代表取締役の烏田栄二、
35歳、間もなく３児の父となります。
職業は廃棄物の収集運搬・処理、

浄化槽の点検清掃等、リサイクル関
係業務等です。
思うところがあり、このたび入会

を決意しました。
残りの５年間、しっかりと萩青年

会議所のメンバーとして精進してい
きたいと考えています。温故知新。
大儀の伝承そして能動的な変革から
新秩序の創生を至誠一貫の精神で
様々なことに全力投球で向かってい
きたいと思います。皆様宜しくお願
いします。

てるてる坊主
６月８日（日）朝、振り続けた雨も止み、てるてる坊主決行の決断。

しかし、集合時間が近づくと小雨が降りだすが、合羽を着て住吉神社
に集合。そして、交通安全と晴天の祈願。
小雨の降る中、出発。峠を越え下っていくと祈りが通じたのか、雨

も止み太陽がのぞく。合羽を脱ぎ、目的地の岩国を目指す。心地よい
風と太陽の陽射し、山道では猿の親子と遭遇、快適なツーリング。
山賊で昼食。そして、錦帯橋を臨み、はじめての岩国錦帯橋空港へ。

空港は思ったより小さいというのが第一印象。
久しぶりに長距離を走行したので疲れましたが、雨も止み陽も射し、

事故もなく無事に終了でき、最高のツーリングでした。ご参加いただ
いた皆様、ありがとうございました。 てるてる坊主　幹事 江山　普郎


