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竹の子会会報

１．人間形成への修練

No.583

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 9 月 8 日

例会（総会懇親会）
日時：平成28年 7 月22日（金） 場所：大垣フォーラムホテル

旭の間

皆様こんにちは。第61期大垣竹

事業を行うことの難しさを痛感しました。しかし、

の子会総務委員長を務めさせてい

総務委員会一丸となり打合せを重ね、当日は至らぬ

ただいております第59期入会の中

ところもあったかと思いますが、無事に総会懇親会

島康路です。

を開催することができました。委員会メンバーには、

去 る 7 月22日、 林 会 長 の も と、
新たな期のスタートとして、大垣

深く感謝しております。
最後になりますが、総会懇親会の開催にあたり、

フォーラムホテルにて総会懇親会

多数の会員の皆様にご出席をいただき、総会懇親会

が開催されました。一年を通して、

を盛り上げていただきましたことと運営にあたって

来賓、特別会員の皆様と交流をさ

ご協力をい

せていただく機会はあまりないの

ただきまし

で、とてもありがたい機会となり、大いに親睦を深

たことに感

めることができたのではないかと感じました。

謝申し上げ

総務委員会
委員長

中島

康路

私事ではございますが、今期初めて委員長職を務

ます。

めることとなり、この総会懇親会は、私が委員長と
しての最初の事業になりました。準備を進める中で

例会（水門川万灯流し）
日時：平成28年 8 月 6 日（土） 場所：水門川一帯

皆さん、こんにちは。渉外委員

渉外委員会
副委員長

米山

佳孝

幼稚園の鼓笛隊演奏」、「バトントワリングのステー

会副委員長の米山佳孝です。 8 月

ジパフォーマンス」、歴史好き芸人「ロクモンジャー」

6 日（土） 8 月度例会「第32回水

による歴史クイズパフォーマンスと「万灯流し」の

門川万灯流し」が行われました。

警備、誘導を行いました。芸人さん効果もあり市民

今年は、大垣市青年のつどい協議

の皆様も大変多く観覧、参加していただきました。

会会長に山下洋平君を輩出してお

スタッフとして参加していただいた会員の皆様の的

り、私はアトラクション部会長と

確な誘導、ご協力のおかげでケガ人も出すことなく、

して事業に参加しました。テーマ

また当日は、熱中症になるくらいの猛暑の中の開催

は「これが私のふるさと、美しい

となりましたが、設営から撤収まで迅速に動いてい

水の都大垣」とし、水門川の由来

ただいた会員の皆様のご協力とご指導のおかげで進

や歴史について考え郷土に誇りを持っていただきた

行も予定通

く決定致しました。

り終えるこ

実行委員会は 4 月から始まり、中村実行委員長

とができま

（ＪＣ）清水事務局長（ＪＣ）が中心となり、具体

した。本当

的な内容を話合い詰めていきました。 7 月には「万

にありがと

灯製作教室」が行われ、子供達の活き活きと製作す

うございま

る姿が印象的でした。

した。

今年のアトラクション部会は、貴船広場で「大垣
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新入会員の自己紹介
第61期より大垣竹の子会に入会
させていただきました。市川崇史

跡を継げるよう又跡を継がさせて頂いても恥ずかし
くないよう日々精進させて頂いております。

と申します。
私は揖斐川町出身の29歳になり
ます。大垣市には幼少期より何度

まだまだ分からない事が多くありますので、竹の
子会の様々な活動を通じて、大垣市のことをよく知
るとともに、様々な職種の方と交流を図り、親睦を

も訪れていたので今回、縁があり
大垣竹の会の一員に入る事ができ、
これから十万石まつりを始め様々

深めることで自分自身を成長させ、より一層地域社
会の発展に貢献したいと思います。積極的に活動に
参加させていただき、一日でも早く竹の会の力にな

な事に自分が貢献できることを幸せに思います。
私は現在、実家の鉄骨業をさせて頂いております。

れるよう精進していきますので、ご指導のほどよろ
しくお願いいたします。

奉仕委員会

市川

崇史

第61期より大垣竹の子会に入会
させていただきました、大場隆伊

ますが、心をこめて会の活動に参画させて頂きたい
と思います。

と申します。祖父の代より安八郡
神戸町で、建設業をさせて頂いて
おります。
これまでの先輩方が築き上げら
総務委員会
れた、61年の長い歴史と伝統のあ
大場 隆伊
る大垣竹の子会に入会させていた
だき、私のような若輩ものが務まるのか心配ではあ
りますが、
「社会奉仕」に関しては、弊社の経営理
念と相通ずるところがありますので、微力ではあり

また、竹の子会の様々な活動を通して、これから
お世話になります、会の先輩方や、他団体の方々な
ど、ご縁を頂いた方々と親睦を深め、竹の子会と自
分自身も成長できる様、学びの場とさせて頂きたい
と思います。
皆様と楽しく活動させて頂けるよう、積極的に活
動に参画させていただき精進してまいりますので、
ご指導のほどよろしくお願いいたします。

皆様、こんにちは。第61期大垣
竹の子会、新入会員の蒲田晃二と
申します。
私は1985年生まれの31歳です。

く、各青年活動を通して、私自身成長したいと思い
ます。
またみなさんと協力し、時にぶつかり、一生お付
き合いできる仲間を作りたいと思います。（お酒の

大垣市立南小・中学校、岐阜県立
大垣工業高校を卒業致しました。

席は大好きですが、非常に弱くご迷惑おかけするこ
とを心配しております。）

奉仕委員会

弱電工事業を行う通信会社に 8 年
間勤務した後、2011年に独立開業
致しました。火災報知器や放送設備、テレビ共聴設
備など低電圧の電気工事を専門にしております。

蒲田

晃二

より多くの行事に積極的に参加し、より多くの出
会いとひとつでも多くの学びをいただければと期待
に胸ふくらませております。
何卒ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

独立して 5 年になりますが、一人で行う仕事が多

総務委員会

第61期より大垣竹の子会に入会
させていただきました、後藤大輔
と申します。私は大野町出身の35

で、このままではいけないと考えているところでし
た。そんな時、高校時代からの友人に「竹の子会」
のお話をいただきました。初めは、今までに経験し

歳で、大学や就職の数年を名古屋
で過ごし、現在は大野町に戻って
きました。

たことがないことなので迷いもありましたが、チャ
ンスをいただいたと思い、入会を決意しました。こ
れをきっかけに自分を見つめなおし、地域のため、

私は、仕事の関係上、公共事業
に携わることが多く、日々地域の
方々に助けられているのですが、気づけば助けても

自分のためにも精一杯努力していきたいと思います。
不慣れであるためご迷惑をお掛けすることが多々
あるとは思いますが、積極的に参加していきたいと

らうばかりで、地域貢献どころか、自分が住む西濃
地域のことすらまともにわかっていないことが現状

思いますので、ご指導をよろしくお願い致します。

後藤

大輔

月
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いので、諸先輩方のおすすめの趣味がありましたら
ご紹介して下さい。

申します。まず、自己紹介をさせ

現在、父の会社である広嶋商事で私は営業をして

て頂きますと、高校まで大垣、大

います。仕事内容はシャッター・サッシ・エクステ

学進学で神奈川県、就職で愛知県、

リアの施工業者です。

26歳の時に地元大垣に帰ってきま

竹の子会への意気込みとしましては、まだまだわ

した。小・中・高・大とバスケッ

からないことが多くありますので、竹の子会の様々

トをしてきました。最優秀・県代

な活動を通して、様々な職種の方との交流を図り、

表・国体・オールスターと選出していただき、今は

親睦を深めることで自分自身を成長させ、より一層

その経験を活かしプレイヤーではなく、大垣西中学

地域社会の発展に貢献していきたいと思います。

教養委員会

嶋

大将

校の社会人コーチとして指導をしています。バスケ

積極的に活動に参加させていただき、一日でも早

の唯一の自慢はＮＢＡ選手である、ステファン・カ

く竹の子会の力になれるよう精進していきますので、

リーとプレーをしたことです。

ご指導のほどよろしくお願いいたします。

趣味は麻雀に競馬となかなか良い印象を待たれな
第61期より大垣竹の子会に入会

教養委員会

若山

誠

ムに勤めています。法人の理念の中に地域に根ざし、

させて頂きました、若山誠と申し

地域と共に歩むというものがありますが、これは竹

ます。私は大垣市の高校へ進学し、

の子会の活動とも通ずるものがあるように感じます。

現在の職場も大垣市という事もあ

まだ 3 年目の若い施設という事もあり、まだまだ地

り、大垣市への想いというものは

域に浸透していない部分もあるかと思いますが、竹

人一倍大きい物があります。そん

の子会での活動を通じてより一層地域に貢献出来る

な大垣市でご活躍されている竹の

ように成長していきたいと思います。

子会へ入会させて頂けた事に非常

に感謝しています。
私は「優・悠・邑和合」という特別養護老人ホー

早く竹の子会の中でも力を発揮出来るよう、活動
に参加させて頂きたいと思いますので、ご指導ご鞭
撻の程よろしくお願い致します。

会員オリエンテーション
日時：平成28年7月2日（土） 場所：養老乗馬クラブ

教養委員会
委員長

渡部

道徳

61期最初の事業であります「会

ままを聞いて頂いた感じでバーベキューをさせて頂

員オリエンテーション」を養老乗

きました。しかしながら不安もありました。ですが

馬クラブにて行いました。当会も

結果、新入会員も溶け込んでくれたと思います。活

人数減少に伴い委員会の数の減少

動に対する理解は参加してもらわないと分らない部

を余儀なくされ、教養委員会が今

分もありますが、先ずは会というものは分かっても

回事業と新入会員のフォロー

らえたと思います。これからも新入会員 6 名を担当

アップも任されることとなりま

委員会としてバックアップしていきたいと思います。

した。今期は林会長のもと「原点

回帰～伝統と革新を融合させて新たなる一歩を！」
というスローガンを掲げられ、自分にとっても今回
の事業を見つめ直し考えました。その時、自分が新
入会員だった頃を思い出し、上石津での会員オリエ
ンテーションの時のバーベキューで和気あいあいと
馴染めた覚えがあり、副会長、副委員長に僕のわが

月
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市長杯ボウリング大会
日時：平成28年 6 月22日（水） 場所：コロナキャットボウル

皆さん、こんにちは渉外委員長
の松田です。

松田

年雄

ものの今年一年を占う素晴らしいスコアだったと思
います。

6 月22日水曜日に市長杯ボウリ

渉外委員会
委員長

大垣店

これから、つどいの 3 大事業が段々と始まってい

ング大会が、盛大に行われました。

きますが、竹の子会員の皆さんで山下つどい会長を

ちょうどこの日は、ボウリングの

一年間盛り上げていき、すばらしい事業を作れたら

日ということもありまして、一般

と考えております。特に、第44回みどりの街づくり

のお客様も多く大変に賑わってお

写生大会においては、日比野直哉OB実行委員長が、

りました。参加メンバーは、総勢

大変力を入れて頑張っております。どうか、こちら

50名ほどでその中でも竹の子会メ

の事業も参加して頂きたいと思います。

ンバーが一番多く、約 3 分の 1 を占めておりました。

まずは、最初の事業である市長杯ボウリング大会

小川市長の始球式で始まったボウリング大会でした

を無事終えることが出来ましたことを皆様に感謝申

が、白熱した大会の結果は、なんとスコア330点越

し上げます。お忙しい中、参加して頂き本当にあり

えの山下つどい会長が、一番いいスコアでした。主

がとうございました。

催者側でしたので優勝は、他団体の方に譲りはした

9 10 月の予定
例会
（みどりの街づくり写生大会）
日
場

平成28年 9 月10日（土）
大垣公園

日
場

時
所

平成28年10月 6 日（木）
関ヶ原カントリークラブ

例会
（十万石ふるさとまつり）
日
場

時
所

平成28年10月 9 日（日）
大垣駅通り一帯

ご結婚 おめでとうございます。
会員
奥様
入籍
挙式

山下 洋平君
奈緒さん
平成28年 5 月 5 日
平成28年 7 月 9 日

会員
奥様
入籍

川上 祐輔君
美妃さん
平成28年 8 月 1 日
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時
所

交通遺児チャリティーゴルフ大会
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