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1月例会メインアワー「新年挨拶会」報告
１月15日(水)にMRTmiccダイヤモンドホールにて、
たくさんのご来賓、
全国各地からの来訪JC、
宮崎
JCシニアクラブの方々の出席のもと新年挨拶会が開催されました。
黒田理事長より力強い所信表明があり、
素晴らしい新年の幕開けとなりました。
ご参加いただきました宮崎JCシニアクラブの先輩方に心より御礼申し上げます。
ひむか神話委員会 広報監事 前原 広弥

京都会議 報告
１月17日から19日までの３日に渡って行われた京都会議に参加してきました。
初日は各セミナーやフォーラムへの参加、JCプログラムの受講など様々な経験を積むことが出来ました。またJCI宮崎からJCI日
本に出向しているメンバーの活躍を近くで応援することも出来ました。
18日の夜にはLOMナイトに宮崎JCシニアクラブの先輩方にお越しいただき様々なお話を聞かせていただき、その後の２次会は
JCI橿原と合同で行い交流を深めました。
最終日には会頭所信を拝聴し、全員で記念撮影を行いました。
充実した３日間の経験を来れなかったメンバーにも伝え、2020年度のJCI宮崎の活動をより良いものにしていきます。
みやざき連携委員会 広報監事 長友 継未

京都会議出向者 報告
JCI日本が、今年度基本方針の１番目に掲げる組織改革会議が京都会議期間中の金曜日に
開催されました。JCI宮崎からは植松剛史くんが副議長として、またメンバーとしても星山剛
君、金本純一君が出向しております。
18日（土）には、メインフォーラムも開催しました。
時代に即した組織になれるようJCI宮崎もコミットして参ります！
組織改革会議 第３小会議 小幹事 河野 幸治

JCI宮崎は、公益社団法人日本青年会議所2020年度全国大会運営会議に議長として川越
英和君をはじめ、計6名のメンバーを出向させて頂いております。
全国大会運営会議は、今回の京都会議で、
【主管契約締結式】、
【全国大会PR】
と第69回全
国大会北海道札幌大会に向けて重要な事業を担っており、全国各地のメンバーと、全体会議、
事業、懇親会を通じて交流することができ大変良い経験となりました。
第69回全国大会北海道札幌大会の大成功に向けて邁進して参ります。
全国大会運営会議 総括幹事 甲斐 智大
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事務局開き 報告
１月６日
（月）
に、
2020年度の事務局開きを行いました。
まず、
黒田理事長、
野崎直前理事長、
川越出向役員より新年のご挨拶をいただきました。
続いて、
それぞれの理事役員の年間の抱負の発表を行い、
今年一年間それぞれの役割を全うする事を再確認しました。
最後に、
理事バッチの貸与式を行い、
代表して黒木彰悟議長が黒田理事長より理事バッチを貸与いただきました。
今年一年間よろしくお願いいたします。
JCブランド確立委員会 委員長 月野 将義

太鼓同好会卒業式 報告
12月19日(水)、
2019年度太鼓同好会の忘年会・卒業式を行い
ました。
多くの先輩方に参加していただき、
当時の活動のエピ
ソードや2019年度活動についての啓発激励を頂きました。
2020年度新体制も決まり、
引き続き隊長をはじめ隊員全員で、
先輩方から頂いた言葉を糧に一層の同好会の活性化を目指し
取り組んでいきます。
また、
卒業生９名の卒業式も行いました。
一人ひとりの入隊時からのエピソードを共有し、
追想し寂寥感
を感じながら最後には笑顔で９名の卒業を見送り、
式を無事終
えました。太鼓同好会の伝統を、
変えないためにも変わる。
太鼓
同好会隊員一同改めて身を引き締めて、
2020年度に繋げます。
2019年度太鼓同好会 幹事長 三原 龍二

茶道同好会初窯式 報告
１月12日
（日）
に、
宮崎県護国神社にて、
令和最
初の宮崎青松会初釜式が行われ、
第1席目では黒
田理事長のお点前で理事役員に1年間の活躍と期
待を込めた一碗が振る舞われました。
第２席目では、
白土副会長のお点前にて、
2019
年度に卒業をされた
「令和会」
の皆さんに、
現役活
動の感謝と御礼の一碗を宮崎淡交会青年部と青
松会会員で頂きました。
国家公共に尽力された先達方を祀る場所で、
そ
れぞれの門出に相応しい初釜式を執り納めるこ
とができました。
茶道同好会
「青松会」 副会長 関谷 祐作
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12月例会「卒業式」報告
12月８日（日）ウェザーキングにおいて、１２月例会メインアワー卒業式が行
われました。今年度は23名の卒業生が卒業され、卒業式には19名の卒業生に
参加いただきました。
この日の為に密かに特訓を行った「JCスペシャルバンド」が卒業式を盛り上
げるために登場。大いに会場を沸かせてくれました。また、卒業生の登壇時に
は、卒業生全員が登場するサプライズ動画の上映や、直前会長長友剛君が代表
して現役メンバーへのメッセージを贈っていただきました。
ご卒業された皆様、本当におめでとうございます。
2019年JCブランディング委員会 委員長 月野 将義

今後の行事予定
■2月 ７ 日（金） 異業種交流会

■2月20日
（木） 異業種交流会（ランチ）

■2月12日
（水） ２月例会

■2月21日
（金）
〜23日
（日） 金沢会議

■2月18日
（火） JCプログラム

JC シニアクラブ予定
■２月 ５ 日（水） 世話人会

■2月15日
（土） シニアクラブゴルフ大会

■２月20日
（木） シニアクラブ総会

会員消息
1月6日

シニアS40年生

廣川

拓也 先輩

御母堂様ご逝去

1月7日

シニアS36年生

菊池

慎一郎 先輩

御尊父様ご逝去

1月11日

シニアS30年生

久保野

孝一 先輩

御令室様ご逝去

理事長活動報告
2019

12月16日（月）
12月18日（水）
12月25日（水）
12月26日（木）

2020

1 月 5 日（日）
1 月 6 日（月）
1 月 7 日（火）
１ 月 9 日（木）
1 月11日（土）

出向者壮行会
第１回常任理事会
市長表敬訪問
宮日取材
事務局納め
生目台カップ講演
事務局開き
宮崎県商工会議所賀詞交換会
第１回理事会
熊本青年会議所新年パーティー
シニア役員キックオフ会
えれこっちゃ成功祈願祭
JCI日南新年挨拶会

１月12日（日）
厄祓い＆初釜式
１月14日（火）
異業種交流会
１月15日（水）
1月例会 新年挨拶会
１月16日（木）～1月19日（日）
京都会議
１月21日（火）
常任理事会
１月22日（火）
第１回会員会議所
１月24日（金）
米良会頭訪問
１月29日（水）
異業種交流会
じゃがいもクラブ懇親会
１月31日（金）
福岡ソフトバンクホークスセレモニー
福岡ソフトバンクホークス協力会会長招宴

JCを卒業して数年経ちますが、卒業してからこそ分かることの方が多く、新ためて良い団体で鍛え
られたと感じる日々です。
現役の皆さん、明るい豊かな社会を目指すJCは、何かをしてくれる場ではありません。あなた自身が
卒業してからも社会に必要たりうる人間か、JCでの経験をすることによって宮崎の未来を構築できる
人財になれるか、が最大の価値です。
卒業してから後輩たちへの責任と、良き見本に成れているか、の重圧に押しつぶされそうな団体は
他にはありません。いまの宮崎は自分がJCにいたからあるんだ！と堂々と言い放てるような人になって
頂きたい。大いに研鑽し、大いに修練してくれることを願っています。
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