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7 月第 2例会7月第 1例会

近畿地区大会　草津大会 サマーコンファレンス（横浜）

　2016年に主管する兵
庫ブロック協議会第49
回豊岡大会をメンバー
の想いが詰まった大会
とすべく7月24日（金）豊
岡水道会館2階大会議室
にて勉強会「最高のブ
ロック大会のかたち」を
開催致しました。55周年
準備特別委員会から「つ
ながり」「絆」を基にした
大会理念・テーマ・ス

ローガン・大会マークの提案を行なった後、4月
の勉強会以降進めてきた調査を基に開催日時を
8月27日（土）、開催場所をコウノトリ但馬空港及
び周辺で開催する報告を行いました。
　また、開催日時・開催場所が明確になったこと
で、大会理念をどのようにすれば実現できるか
という質問ではメンバーから開催時期や開催場
所に因んだ具体的な意見やアイデアを頂くこと
ができました。

　大会概要が「かたち」となってきたことから、
メンバーのブロック大会に対する意識が今まで
以上に高まり、具体的な内容について意見を頂
くことができ、有意義な機会となりました。ブ
ロック大会まで約400日と迫ってまいりました
が、勉強会のタイトルである「最高のブロック大
会」を実現すべく、55周年準備特別委員会として
更なる調査を進め、メンバーの意識を更に高め
ていくことができるよう次回の勉強会に進んで
いきたいと思います。

7月第2例会　勉強会「最高のブロック大会のかたち」

7月24日(金)19:30～21:00　

於：豊岡水道会館 2階大会議室

55周年準備
特別委員長

杤谷　達彦

55 周年準備特別委員会

事業の様子



②

7月11日(土)～12日(日)

於:草津クレアホール　他

近畿地区大会草津大会

7月18日(土)～19日(日)

於:パシフィコ横浜　他

サマーコンファレンス（横浜）

　去る 7 月 11 日（土）、12 日（日）滋賀県草津の地にて
近畿地区大会草津大会が行われました。
　本年度の近畿地区大会は「魅力溢れる誇り高き近畿の
実現～ここから始まる未来への湖道～」をテーマに、「ひ
とまちキラリ草津であい」をスローガンに掲げ開催され、
それぞれのメンバーが自分の責務を考えセミナーや
フォーラムに参加して頂きました。
　また、近畿地区大会内で行われた第 5 回近畿地区版人
間力大賞では、当ＬＯＭ推薦の浮田喜弘先輩が兵庫ブロッ
ク代表として豊岡の隠れた資源である「日本のお菓子の
ふるさと」を活かしたまちづくりについて発表されまし
た。結果は近畿地区各都道府県代表ファイナリスト 6 名
の中から見事グランプリに輝かれ、記憶に残る近畿地区
大会となりました。
　この近畿地区大会草津大会で得られた気づきや学びを
今後の活動に活かして頂きたいと思います。

（専務理事　三輪　直亮）

　7 月 18 日（土）19 日（日）の 2 日間、横浜にて開催され
たサマーコンファレンス 2015 in YOKOHAMA に吉尾理事長を
はじめ 18 名のメンバーで参加して参りました。
　コウノトリ但馬空港を利用しての移動予定でしたが、機
材トラブルでの欠航となり、到着時刻が大幅に遅れること
になりました。参加メンバーのご理解とご協力もあり、全
員無事にたどり着き、ＬＯＭナイトで顔を合わせることが出
来ました。
　当日は、日本ＪＣへ出向されている浜田裕一郎君がＪＣ
Ｉ関係委員会副委員長として活躍されている姿を目の当た
りにし、同じ豊岡ＪＣの仲間として何より頼もしくも誇り
に感じる機会となりました。今回の「イノベーションを起
こす思考」すべては未来を生きる人のために～文化と文明
が生み出す『底知れぬ力』による日本再興～というテーマ
のもと様々なセミナー・フォーラムが行われ、多くの気づ
きと学びを得たと思います。また、サマコン期間中に兵庫
ブロック協議会のブロックナイトが開催され、兵庫県下の
ＬＯＭメンバーと懇親を深める有意義な時間を過ごすこと
が出来ました。

（指導力開発委員長　鼻登　徳仁）

兵庫ブロック協議会
ＪＣ運動発信委員会に出向し、

ブロックナイトで活躍する若宮君

日本ＪＣに出向の浜田君

ＰＲを行う三輪専務理事

浮田喜弘先輩のスピーチ浮田喜弘先輩を囲んで集合写真
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7月10日(金)19:30～21:30 総務委員会

於：じばさんTAJIMA5Ｆ豊岡鞄協会ホール

（総務委員長　細川　太郎）

日本ＪＣ　ＪＣＩ関係委員会出向報告

7月第 1例会

　7 月第 1 例会は、講演会の講師に生駒佐智雄コ
ンサルティング代表の生駒佐智雄先生と生駒和雄
法律事務所弁護士の野崎佑也先生のお二方を講師
としてお招きし、「経営の核」というテーマでご
講演頂きました。経営者が備えるべき経営の根幹
について経営コンサルタントと弁護士と二つの観
点からお話し頂きました。
　お二人のご講演を通じて、問題の根本を抽出で
きる感性と、勇気を持って柔軟に対応できるよう
に経営者が自己研鑽をしていくことこそが重要で
あるという経営の根幹をメンバーに伝えることが
できたと思います。 小西副理事長と講師のお二方

日本ＪＣ
ＪＣＩ関係委員会

副委員長

浜田　裕一郎

イスマイルＪＣＩ会頭と

右より、浜田君、マレーシア副会頭
ジェフルー、仲泉ＶＣ、降旗ＶＣ

　昨年 10 月にＪＣＩ関係委員会のＶＣを受けてから怒濤の 10 ヶ月間がすぎ
ました。ドイツライプチヒにおけるＪＣＩ世界会議に始まり、世界中の人々
と関わり、また世界中を駆け回った 10 ヶ月間でした。
　5 月には香港ＪＣ創立 65 周年記念式典に参加し国際社会において日本国が
持つ外交的影響力の大きさを知り、6 月のＪＣＩ ＡＳＰＡＣコタキナバル大
会では日本ＪＣ会頭招待レセプションの議案を担当し 2 月、3 月、4 月は議案
構築の為、現調に次ぐ現調で幾度となくマレーシアと日本の往復を繰り返し
ました。
　議案上程では朝起きれば徹夜、徹夜して寝て起きればまた徹夜が始まると
いう地獄とも言える日々を経験し、日本ＪＣの過酷さに、また日本ＪＣ最古
の委員会であり、世界でもＪＣＩのトップ外交を行う国際渉外の最たる委員
会のＶＣという重責に。体力的にも精神的にも正に精根尽きた 3ヶ月間でし
た。
　そして迎えた事業当日の 6 月 12 日、半年間にわたって構築をしてきた会頭
招待レセプションを終えることが出来ました。

　事業自体は天気に左右され 30 分間に 4 度も会場変更を余儀なくされるなどかなりばたついた結
果になり、自分自身では自身の非力さにかなりくやし
い思いもしましたが、参加していただいた海外のデリ
ゲイツからは 4 度の会場変更に耐え抜き、無事事業を
構築出来たことに日本ＪＣの持つ底力に感心を頂き、
会頭をはじめ担当副会頭より最高のレセプションだっ
たと最高のお褒めの言葉を頂きました。
　また当日は吉尾理事長をはじめ池内国際関係委員会
委員長、坂本君、途中までではありましたが伊藤君に
駆けつけて頂き、心からＬＯＭの存在の大きさ、また
有り難さが身に染みました。
　7 月頭には WP 訪問の議案を担当。ＪＣＩイスマイル
会頭アテンドを東京と金沢において行いました。
　7 月 27 日よりニューヨーク国連本部で開催されるＪ
ＣＩグローバルパートナーシップサミットにも参加。
先進国を含む次の国連開発目標 SDGｚについてのカン
ファレンスに出席し、グローバルネットワークの持つ
国際社会の絆の強さを改めて感じて参りました。
　今後も 9 月には日本の全国大会でのＪＣＩ役員のア
テンド。香港の全国大会への参加。10 月にはマカオ全
国大会への参加を担当する予定となっており、いよい
よ 11 月には世界会議金沢大会での会頭招待レセプショ
ンとジャパンナイトという大きな荷内が控えておりま
す。引き続きしっかりと努めて参りたいと思います。
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■ 事 業 案 内 ■

■編集後記■■ブロック大会加古川大会
日　時　2015年8月30日（日）11:00～17:30
場　所　加古川市民会館　他

■8月第2例会
教養講座　「書芸すなわち人格なり」
日　　時　2015年8月28日(金)19:30～21:00
場　　所　光行寺本堂
ホ ス ト　総務委員会

■9月第1例会
日　時　2015年9月11日（金）18:30～21:30
場　所　じばさんTAJIMA5Ｆ豊岡鞄協会ホール
講　演　金融機関から見た企業成長
講　師　株式会社但馬銀行取締役執行役員審査部長

　　　　倉　橋　　建　氏

おくやみ

■7 月 26 日 ( 日 ) 井藤伸二君のご尊父様、井藤泰行

ＯＢがお亡くなりになりました。謹んでご冥福をお祈

りいたします。
■8月 3日 (月 )浮田栄三ＯＢがお亡くなりになりま

した。謹んでご冥福をお祈りいたします。

　「写経」は日本では個人的な祈願成就や信仰のために
行われますが、供養のために生前に書き残した手紙な
どを紙背文書として用いて（その手紙などの裏に）写経
する例もあります。仏教的な目的とは別に、写経をする
と心が洗われたような感覚になり、清々しい気持ちに
なります。8月は次年度が本格的にスタートし「二足の
草鞋」となり、多忙を極め、精神的にも肉体的にも追い
込まれます。　そんな時だからこそ、「写経」ではないで
すが、メンバーそれぞれのストレス解消方法で、心清く
静めて、一つ一つ丁寧に対応していきたいものです。

（総務委員会）

7月21日(火)　

於：紀ノ川

浴衣交換会

7月23日(木)

於：城崎カンツリークラブ

第 4回じゃがいもクラブ

　7 月 21 日（火）紀ノ川にて、昨年ご卒業されま
した二方直前理事長や峰高監事をはじめ、西村総
一郎先輩、荒木健先輩、熊田宏章先輩、山崎憲一
先輩をお招きし、ＪＣ浴衣交換会を開催致しまし
た。先輩の熱い思いの詰まったＪＣ浴衣が、新会
員 3名に贈呈されました。
　終始和やかな雰囲気で、新会員はＪＣについて
色々と話を聞くことができ、最後に鼻登指導力開
発委員長のお礼の言葉が述べられ閉会となりまし
た。新会員にとって先輩との懇親が深められ、た
いへん有意義な時間となりました。

（指導力開発委員会副委員長　岡本　重義）

　過日、城崎にて、ＯＢ13名、現役10名、計23名の参加を得ま
して開催致しました。雨も上がり、和気藹々とした雰囲気の
中、コンペを無事終えることができました。
　尚、優勝の栄光は髙岡正博君が獲得されました。

優　勝　髙　岡　正　博　　君　（Ｇ100,Ｈ32,Ｎ68）
準優勝　田　中　進　一　ＯＢ　（Ｇ101,Ｈ30,Ｎ71）
第３位　佐　藤　直　彦　ＯＢ　（Ｇ 80,Ｈ 8,Ｎ72）

（じゃがいもクラブ幹事　小林　千晶）

浴衣交換会にて集合写真

優勝の髙岡君

●7月 18 日 ( 土 ) 国際関係委員会 大将伸介君に
第一子長女 七海ちゃんが誕生しました。
おめでとうございます。

おめでた
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