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・京都会議

総務委員会 委員長　寺田 和宏

・第42回少年はだか祭り

地球ふるさと委員会 委員長 同前 壮一

　2013年1月18日から1月20日まで京都国際会議場で開催された「公益日本
青年会議所2013京都会議」へ出席しました。京都会議とは全国の青年会議所のメ
ンバーが一同に会し、セミナーや各種会議を行なう日本青年会議所の事業です。西大
寺青年会議所からも、赤木理事長と共に多くのメンバーが出席しました。
　記念式典は歴代会頭、JCⅠ役員の方々を来賓に迎え、盛大に開催されました。最
初に井川直前会頭がお礼の挨拶をされ、続いて2013年度会頭、小畑会頭から所
信、基本方針が全国の青年会議所メンバーへ向けて発信されました。所信、基本方針
が示された事により今年一年間のJC運動の始まりとして決意も新たになりました。
また、会議期間中、西大寺青年会議所メンバー同志の
親睦も非常に深まり、これから始まる西大寺青年会議
所の事業においても、お互い支え合い、一つになっ
て、地域の皆様と共に行っていける事と思います。
　最後になりましたが、今年度西大寺青年会議所ス
ローガン「初志貫徹」を胸に刻み、メンバー一同頑
張ってまいりますので、皆様のご指導、ご鞭撻をどう
ぞよろしくお願い致します。
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Kyoto ConferenceKyoto Conference
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・新会員研修会

地球ふるさと委員会　副委員長　谷　政道
地域の和委員会 委員　柴田 潤哉

Workshop new membersWorkshop new members

Hadaka MatsuriHadaka Matsuri

・会陽懇親会

会員創造委員会 副委員長　小野 真人
ReunionReunion
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・２月例会

地球ふるさと委員会　副委員長　谷　政道
Meeting in FebruaryMeeting in February

・3月例会

会員創造委員会　委員　宗石 幸治
Meeting in MarchMeeting in March

No.5

・２おかやま西大寺マラソン大会

地域の和委員会 委員　柴田 潤哉
Marathon Saidaiji OkayamaMarathon Saidaiji Okayama

・焼印作業

BrandBrand

京都会議京都会議
Kyoto Conference

Junior Chamber International Saidaiji( Japan)

出席者全員で記念写真

会頭よりお言葉頂きました！ もちろん夜は無礼講で！ 理事長、今年の運勢は…？

金閣寺にて、パシャッ 翌日、京都観光しました。 『アーン』
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　平成25年2月16日（土）、第42回少年はだか祭りがついに開催されました。
準備期間約4ヶ月、入会2年目の私としては、不安だらけでのスタートとなりました
が、協賛企業の皆様方、各団体の皆様方、そして西大寺青年会議所の皆様方のご支援
ご協力により大きな怪我がなく無事終了する事が出来ました。
ご支援ご協力頂いた皆様方、本当にありがとうございました。
　また、本年の参加児童数は372名と前年よりも少なかったですが、各争奪とも例
年と変わりなくとても迫力のある物で、勝ち取った子供たちの笑顔には感動を覚える
程でした。この笑顔はまさにこの少年はだか祭り事業の伝統であり醍醐味であり、一
瞬にして今までの努力が報われた瞬間でした。参加してくれた子供たちありがとうご
ざいました。
　来年も引き続き、この子供たちの笑顔と伝統を守る為にも、西大寺青年会議所はよ
り良い事業内容を目指し邁進して参ります。

地球ふるさと委員会  委員長  同前  壮一地球ふるさと委員会  委員長  同前  壮一

第42回少年はだか祭り第42回少年はだか祭り
Hadaka Matsuri

　寒風吹きすさぶ２月１６日（土）西大寺にて日本三大奇祭の一つである会陽（はだ
か祭り）が行われました。
　同日　開催された少年はだか祭りの参加協力の慰労と会陽へ参加する前の決起
集会として会陽懇親会を設置しました。今年も岡山商工会議所青年部の皆様と総勢
50名もの参加者で開催することが出来ました。前日の雨天に心配しながらも当日は
晴天に恵まれ、少年はだか祭り同様会陽懇親会も盛況のうちに幕をおろしました。
　また商工会議所青年部の皆様には毎年積極的に設営にご協力くださり誠に感謝し
ております。今後も過去の反省事項を踏まえ　少しずつでも会としての完成度を高め
ていくと共に他団体と交流できるこの素晴らしいコミュニティーを残していきたいと
思います。

会員創造委員会  副委員長　小野  真人会員創造委員会  副委員長　小野  真人

会陽懇親会会陽懇親会
Reunion

大人達に負けない壮絶な取合です！ 本年度の福男です！
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　去る２月１３日、２月例会が開催されました。委員会アワーに於いては「第４２回少
年はだか祭り」実施手順書についての説明、質疑応答が行われました。少年はだか祭
り当日まで、この日を含めてあと３日と言う緊張感の中、経験豊富なメンバーからの
指摘・アドバイスを頂くことができました。

　この例会までに同前委員長をはじ
め、委員会メンバーが一丸となり実施
手順書を仕上げてきただけに、当日
までに万事抜かりないように準備を
行う上での、実りある委員会アワー
になったと思います。

地球ふるさと委員会  副委員長　谷  政道地球ふるさと委員会  副委員長　谷  政道

２月例会２月例会
Meeting in February

　3月13日に三月例会を行いました。例年のように三月は毎月お世話になっている商工
会議所が確定申告の手続きで使用できないため、今回は西大寺百花プラザ内の一室をお
借りしての移動例会となりました。普段から地域の方々の利用の多い施設のため例会設営
にかけられる時間も少なく担当委員会としても心配しておりましたが、出席メンバーの積極
的な協力のおかげで無事定刻通りの開会ができました。委員会アワーとしては会員拡大委
員会より会員拡大の前提となるべく現役会員の資質向上を狙っての委員会アワーの第一弾
として『ＪＣ宣言文並びに綱領』の勉強会を行いました。
　前半は小野副委員長による分厚い書籍より抜粋したＪＣの歴史を日本の時事と交えた
スピーチを行い、後半にそれを踏まえての『私のＪＣ宣言』を作成し、手帳に残すという形式
で行いました。
　当ロムの基幹事業である西大寺少年はだか祭メンバー一丸となって取り組んだ直後の例
会ということもあり、以前より連帯感と結束力を感じる中で行えたことでより意義深い委員

会アワーとなり、移動例会特有のタイト
なスケジュールながら出席メンバーの協
力を受けてスマートで充実した例会に
なったのではないかと思います

会員創造委員会　宗石  幸治会員創造委員会　宗石  幸治

3月例会3月例会
Meeting in March

例会開始

『うーん』

休憩時間①

例会アワーにて①

小野先生

例会アワーにて② 井上君、ようこそ西大寺JCへ 理事長挨拶

専務の鋭い質問が…

『ウーン』

休憩時間（笑）②

例会アワーにて 理事長おめでとうございます！
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　昨年五月入会の私にとっては、当然のことながら、初めて参加する事業となりました。入会
してから半年以上が経った今でも、ＪＣの事で、分からないことが数多くあります。講演会で
はセミナーではその疑問を多く解決してくれる実りある時間を過ごすことができました。
　また、懇親会では、西大寺の新入会員二人でアトラクションに取り組み、他のＬＯＭの新
入会員とも交流を深めることができました。
　この経験を糧にし、今後のＪＣ運動に活かしていければと思います。

地球ふるさと委員会  副委員長　谷  政道地球ふるさと委員会  副委員長　谷  政道

　3月16日（土）岡山プラザホテルにて中国地区岡山ブロック協議会2013年度新会員研
修会に参加させていただきました。藤川正智先輩によるセミナー「ビジョン　ミッション＆
ヴァリューズ」や藤木智先輩による講演「気概と覚悟を持った勇壮なるリーダーになれ～熱
き語り手を求めて～」を聞かせていただいて、藤川先輩からはＪＣの歴史とともにその意義
や目的・目標を、藤木先輩からはＪＣ活動やリーダーとして重要となる情熱や気概・覚悟を
学ばせていただきました。
　またその後の懇親会でのアトラクションでは同じく新会員である谷政道君と人間スト
ラックアウトを行いました。結果は残念ながら敢闘賞でしたが西大寺ＪＣの諸先輩方や他
のＬＯＭの先輩方から「笑えた！よかったよ！」といった言葉をいただき私達の中では大成
功だったなと思っています。
　この新会員研修会での経験を今後のＪＣ活動に様々な形で活かしていきたいと思います
のでこれからもよろしくお願いします。

地域の輪委員会  委員  柴田潤也地域の輪委員会  委員  柴田潤也

新会員研修会新会員研修会
Workshop new members

やりました！

出席者全員で記念写真①

出席者全員で記念写真②

…やりました！？

『緊張してきたぁ』

坪井監事もお疲れ様でした

『楽勝でしょ』

藤木先輩のお話

セミナー風景
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　3月24日（日）に岡山市東区西大寺に於いておかやま西大寺マラソンが開催されました。
　このおかやま西大寺マラソン大会は「6月1日 岡山市民の日」推進事業として開催され、
3ｋｍコース・10ｋｍコース合わせて2,000人を超える参加者ランナーとゲストランナー
として西大寺出身の志穂美悦子さんを向かえ朝早くから盛大に行われました。前日までの
天気予報では曇りや雨といったあまり思わしくない予報が多かったのですが参加者や大会
関係者の熱意や努力・祈願が天に通じたのかマラソン日和の晴天となり、大会後のじゃんけ
ん大会まで大変盛り上がりました。
　またこの事業の主催であるおかやま西大寺マラ
ソン実行委員会には西大寺青年会議所の他にも岡
山商工会議所青年部の皆様をはじめ多数の団体
の方々が参加され準備などにあたられました。沢
山の人が団体の垣根を越えて手をとりあい活動し
ていくことが地域の活性化、そして地域の和を形成
することにとって重要なことなのだと思いました。
最後になりましたが参加者・関係者の皆様本当に
ご苦労さまでした。

地域の和委員会  委員　柴田  潤哉地域の和委員会  委員　柴田  潤哉

おかやま西大寺マラソン大会おかやま西大寺マラソン大会
Marathon Saidaiji Okayama

　本年度も少年はだか祭りに向け、恒例の『焼印作業』を行い
ました！参加する子ども達の顔を、一人一人思い浮かべなが
ら、１個づつ丁寧に作成しました。作業終了後は、こちらも恒例
（？）となりました、残り火を使ってのBBQで、少年はだか祭り
に向けて良い決起集会となりました（笑）
　末筆になりますが、毎年快く場所を提供して下さる中村先
輩に現役一同、感謝申し上げ、報告とさせて頂きます。

焼印作業焼印作業
Brand

出席者全員で記念写真

『どーしましょうか？』

仲良し2人組Part1『これでしょ』

Psrt3『どうよ！』

Psrt2『ホンマに！』

直前も頑張ってます！ 『飲むのはいつ？』『いまでしょ！』 焼印風景
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