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竹の子会会報

１．人間形成への修練

No.584

１．地域社会への奉仕

竹の子会総務委員会

１．会員相互の親睦

http：//www.takenokokai.com

平成28年11月10日

交通遺児夏のつどい
日時：平成28年 8 月21日（日） 場所：ユニバーサルスタジオジャパン

先日 8 月21日（日）に第48回交

当日も、朝ごはんの買い出しや集合場所の案内係

通遺児夏のつどいがユニバーサル

など、役割を与えていただき、忙しかったもののバ

スタジオジャパンにて行われまし

タバタとした充実した 1 日から始まり、バス内のア

た。

トラクションも、大盛り上がりとは言えないものの、

大変な猛暑の中、参加された会
員の皆様、 1 日お疲れ様でした。
奉仕委員会

ありがとうございました。

楽しんでもらえたと思えました。
36度の猛暑の中、日曜日でもあり大人数の園内で
は、ほぼ全てのアトラクションが大行列でした。60

新入会員の私は、奉仕委員会に

分も90分も待ち時間があったため、待っているだけ

所属することになり、右も左もわ

で疲れましたが、待ち時間の中で子供たちと会話を

からないままに夏のつどいの準備に関わらせてもら

してコミュニケーションがとれました。アトラク

いました。

ションでも待った甲斐があったのか、とても楽しん

蒲田

晃二

私は実際に活動の準備をしてみるまでは、こう
いった行事は、既にほぼ全てが用意されていて、そ
れに乗っかるだけだと思っていました。しかし、やっ
てみてびっくりしたのが、何もかも 1 から計画をし
ていたことでした。何をやるのか？どこへ行くの

でいたように思えました。
そんな中でも、熱中症や迷子もなく無事に園を出
ることができました。
帰りのバスでは、みなさんさすがに疲れたので
しょう、ほとんどの方が眠りについていました。

か？予算はどのくらいかかるのか？参加者への手紙

今回の事業の中で委員会のメンバーでの協力が

の送付、備品の買い出しと、日常生活ではなかなか

できたこと、また反省する点など、発見が色々とあ

経験のできないことをたくさんやらせていただき、

りました。

準備の段階からとても楽しかったです。

これからも奉仕委員会としての活動があります

そしてバス内でのアトラクションの内容も自由

が、夏のつどいの反省を活かして、よりよい事業に

に考えさせてもらって、高校生の文化祭の準備の時

できるように頑張りたいと思いますのでよろしくお

に戻ったような気分でした。

願いします。
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例会
（みどりの街づくり写生大会）
日時：平成28年 9 月10日（土） 場所：大垣公園

渉外委員会
委員長

松田

年雄

皆さんこんにちは、今期、渉外

かと思っておりましたが、さすがでした本物の木に

委員長として活動させていただい

見立てた 3 m位の大きなシンボルツリーをみんなで

ております松田でございます。先

作りたいという思いがあり私は、サイズを聞いて驚

日行われました第44回みどりの街

き、こんなものをどういう風にしたら完成できるの

づくり写生大会に事務局長として

かと悩みの日々がしばらく続き、第 1 回実行委員会

運営させていただきましたので、

を迎えました。11名の実行委員会メンバーが集まり

お話しさせて頂きます。

イベント内容について色々な意見を頂き、またシン

みどりのまちづくり写生大会

ボルツリーについてもみんなから多くの賛成意見が

は、皆さんもご存じとは思いますがつどいの 3 大事

出ました。やりたいことは、できるだけ取り入れよ

業であります。今期は、第45期山下洋平つどい会長、

うということで、シンボルツリー作成・苔玉作成体

そしてみどりのまちづくり写生大会を前期ご卒業さ

験・美術教室・ミニSL体験・謎解きラリーの 5 つ

れました日比野直哉OBが実行委員長（つどい副会

のイベントを行うことに決まり大変大きな事業とな

長）として出向されました。その事務局長というこ

りました。その中でも、やはりシンボルツリーの表

とで大変プレッシャーはありましたが、何とか事業

現の仕方がなかなか思うように進んでいかない中で

を大成功に終わらせ皆さんに喜んでいただきたいと

日比野実行委員長と一緒に悩んでいたのが、とても

いう気持ちはとても強かったです。 4 月末頃から第

記憶に残っておいます。しかし、多くのメンバーに

1回実行委員会が始まっていくのですが、とにかく

助けられ、技術やアイデアをもらいようやく方向性

その前までに前倒しで事業内容を進めていきたいと

が決まりそれからは、どんどん進んでいきました。

考えておりましたので、 3 月中頃から部会長の選任

毎週 2 日間ほどメンバーが集まって 6 月頃から約 3

と事業内容を日比野実行委員長と一緒に考えたりオ

か月間かけてツリーを作り上げ、当日は参加者の方

ファーしたり、とても毎日が忙しかったです。写生

にツリーに飾りつけをしてもらうなど大会の終わり

大会というのは、つどいの 3 大事業の中でもとても

ごろには、立派なシンボルツリーへと完成していき

自由度が高く写生大会の他にイベントを 3 つくらい

ました。そして懇親会では日比野実行委員長の男泣

例年行っており、ミニ動物園やダンボール大迷路を

きに、本当にやり切ったなという思いが伝わりまし

企画したりして市民の皆様に楽しんで参加をしてい

た。皆も、もらい泣きしたのではないでしょうか・・・

ただいております。そして、今期は芸術家の日比野

私も本当に燃え尽きたなぁという思いと一生懸命

OBですので、どんなことをイメージして見えるの

やってきて良かったということもあり久しぶりに青
年会の大切さを感じました。
例会ということもあり、渉外メンバー
が少ない中、例年以上に大変でしたが、
渉外委員会の川上副会長をはじめ米山・
野原・齋藤副委員長には助けて頂き本
当にありがとうございました。また、
他団体の方や竹の子会員の皆様にも助
けられ大成功に終えられたことを改め
て感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。
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例会
（十万石ふるさとまつり）
日時：平成28年10月 9 日（日） 場所：大垣駅通り一帯

渉外委員会
副委員長

齋藤

浩太朗

この度は第43回十万石ふるさ

松田渉外委員長、渉外委員のメンバーはじめ、多く

とまつりにご協力、ご参加いただ

の方に助けられ、無事に事業を終えることができま

きありがとうございました。みこ

した。そして、打ち上げの場で皆さんのやりきった

し組み立てから、当日まで至らぬ

楽しそうな顔をみて、引き受けてよかったと感じる

点が多くあったとは思いますが、

ことができました。

皆様楽しんでいただくことがで
きたでしょうか。

改めて振り返ってみると、自分がやらなくてはい
けないという責任感でやるべき事を抱え込んでし

当日スタッフとして朝早くか

まっていたことが、冒頭で述べた情報の伝達不足を

ら来ていただいた皆様には、まだまだ私自身が経験

招いてしまっていたのではないかと思います。抱え

不足なところが多かったため、必要な情報がうまく

込んでしまっても自然と助けてはもらえましたが、

伝えきれていない中で、割り当てさせていただいた

思い切って仲間に頼る、相談することでもっと事業

役割を果たしていただけたことは、感謝の一言に尽

を良くすることができたのではないかと思います。

きます。また、みこしを担ぐ側で参加していただい

また今回つどい協議会へ出向しての事業というこ

た皆様も、 3 基のみこしを 1 基にするという新しい

とで、他団体の皆様とも多くかかわらせていただき

試みの中で、人員不足になるのではないか等、不安

ました。その中で、他団体の方の事業に対する考え

な点も多くありましたが、他団体の方と協力し合っ

や思いに触れることもでき、自分の視野をおおきく

て最後まで生き生きと担いで十万石まつりを大いに

広げることもできました。

盛り上げていただきありがとうございました。

反省点も多くありますが、十万石ふるさとまつり

当初松田渉外委員長から、十万石ふるさとまつり

を通して多くの人と関わり、様々な考え方、やり方

の部会長をやってくれないかと言われ、ひとまずは

を学ぶことができました。反省すべき点は改善し、

やってみようと了承の返事をしたものの、実際に事

今回学んだことを竹の子会での事業活動にも持ち

業が動き始めた当初は他団体の方とのかかわりもあ

帰って生かしていきたいと思います。

る中で、仕事の都合により委員会に顔を出すことが
できなかったこともあり、無事に事業を終えること
できるのか、入って間もない自分が本当に引き受け
てよかったのか、ほかに相応しい人がいたのではな
いかと悩むこともありました。しかし、川上副会長、
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交通遺児チャリティーゴルフ大会
日時：平成28年10月 6 日（木） 場所：関ケ原カントリークラブ

会員の皆様こんにちは。第61期
奉仕委員長を務めさせていただい
ております、58期入会の名和

良

能です。

奉仕委員会
委員長

名和

良能

力するために参加していただいて成り立っておりま
す。
来年 4 月にも行われますので、その際にも、ご協
力お願いします。

平成28年10月 6 日（木）関ケ原

最後になりますが、当会OBの皆様、現役会員の

カントリークラブにて、第76回交

皆様のお力を持って、チャリティーゴルフも成り

通遺児チャリティーゴルフ大会が、

立っておりますので、今後ともご協力を賜りますよ

開催されました。当日は、大変お

うお願い申し上げます。

忙しい中、当会OBの皆様、

現役会員の皆様、ご協力いただきまして誠
にありがとうございました。
当日は、前日の台風の影響で、天気が心
配されましたが、晴天の中、プレーするこ
とができ大変良かったとおもいます。
今回は、現役会員 8 人の皆様に参加して
いただき、また、恒例となっております「花
売り」に参加していただきました、委員会
の皆様本当にありがとうございました。
この交通遺児チャリティーゴルフ大会に
は、当会だけでなく、様々な企業、ボラン
ティア団体の皆様が交通遺児支援活動に協

11 12 月の予定
例会
（講師例会）
日
場

日

時

場

所

平成28年11月26日（土）
～12月25日（日）
大垣公園芝生広場

例会
（交通遺児クリスマス会）

平成28年11月21日（月）
奥の細道むすびの地記念館

日
場

時
所

平成28年12月 4 日（日）
大垣フォーラムホテル

ご結婚 おめでとうございます。
会 員
奥 様
入籍・挙式

堀

陽介君
望貴（みき）
さん
平成28年 9 月 4 日
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芭蕉元禄大垣イルミネーション
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