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2019 年度活動報告
ＪＣＩ ＪＡＰＡＮ ２０１９ 少年少女国連大使事業について
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全国から選抜された少年少女国連大使が、国連の定めた「持続可能な開発目標」
（以下、ＳＤＧｓ）についての研修を行いました。当事業は、
子供たちが国際社会の抱える課題と、日本と世界の違いを理解し、海外での交流を通して次世代の民間外交を勧めていく担い手として成
長することを目指しています。スイスとスウェーデンにて研修を行い、スイスでは大きな世界の流れを知るために国際連合関係機関の視
察を、スウェーデンでは世界で最もＳＤＧｓが推進されている地域の日常を体感してきました。

大町 杏さん

（徳島ＪＣ推薦国連大使）

私は、本事業に参加し、全国から集まった少年少女国連大使３０名とともにスイスとスウェーデンにて１０日間
学んできました。この事業では主にＳＤＧｓを世界中の人に知ってもらい、世界を変えるため、私たち少年少女
国連大使が、ＩＬＯ、ＵＮＨＣＲ、ＷＨＯに行き講演を聞いて学んだり問題解決の取り組みをたくさんしている
スウェーデンのマルメ市に行って実際に体験してきました。研修中はプレゼンテーションの資料作成や世界を変
えるために小さなことからでも自分から行動するなどたくさんの気付きがありました。そして何より、かけがえの
ない大切な仲間とともに活動できたことがとても楽しかったです。

本年、一般社団法人徳島青年会議所の活動、運動にご理解とご
協力を賜りました、行政、関係団体、学校、企業、シニアクラ
ブメンバーの皆様に心より感謝申し上げます。また、同じくご
協力とご支援を頂きました、我々の同志でもある各地青年会議
所のメンバーの皆様、誠にありがとうございました。

そして、何より私が理事長としてこの一年の活動をやり遂げら
れたのは、２０１９年度正副メンバー、理事メンバー、委員メ
ンバー、徳島青年会議所全てのメンバーが私自身を支えてくれ

たからこそであり、感謝の気持ちを言葉では言い尽くせません。
２０１９年度は基本理念に初志貫徹〜和で紡ぐ笑顔踊る徳島の
実現〜を掲げ、一年間邁進してまいりました。途中で、挫折や
苦悩、不安に頭を抱えることも多々ありました。しかし、メン
バー同士、一人ひとりが思いやりの気持ちを持ち、個性をもっ
て集結できたからこそ、同じゴールが描き続ける事ができたの
だと思います。そこには、メンバー間で調和を生み出すことで
自然と笑顔が生まれ、活動と運動を推進する力に反映できたと
思っております。

勉強しているところ

スイスＪＣの子どもたちと資料作成

国際労働機関にて演説を聞いているところ

徳島をより良くしたいという想いのもと、我々が当たり前のよ
うに住み暮らす徳島に対して、未来に責任を持ち発信、実現し
続けることが、一般社団法人徳島青年会議所の使命であると考
えております。歴代のメンバーが繋いできたこの想いが、更な
る未来に引き継がれていくことを祈念いたします。

一年間、本当にお世話になりありがとうございました。

国連にてプレゼンテーション

国連にて（ジュネーブ）

徳島県知事へ報告

一般社団法人

徳島青年会議所 2019

〒770-0865 徳島県徳島市南末広町5番8-8 徳島経済産業会館2F
Tel.088-623-1478 Fax.088-653-0887
URL : www.tokushima-jc.or.jp E-mail : info@tokushima-jc.or.jp

一般社団法人 徳島青年会議所

7.14

10:00 at 東新町一丁目二丁目商店街

とくしま e スポーツフェスティバル 〜 闘電街 〜
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7.7 - 9.23

at 徳島市内

阿波みらいアカデミー

みらい連携まちづくり委員会

阿波ひとづくり委員会

教育機関、地域、行政、企業が参加団体として加わり、成果発表の第 1 弾と

本年度、徳島市内３大学との共催により、徳島県内在住の大学生及び高校

フェスティバル ~ 闘電街 ( とうてんがい )~」を開催しました。当日はｅス

「徳島を良くするビジネス」の創造・実践を通して参加者のキャリア意識を

して７月１４日 ( 日 ) に徳島市・東新町商店街にて「とくしまｅスポーツ
ポーツを地域に広め、交流を活性化させるため、商店街が ゲームストリー

トに変わりました。５，０００人を超える来場者に足を運んでいた だき、盛

況のうちに終了することができました。当事業は、親子で楽しめる商店街
をテーマとし、ｅスポーツを始めとした様々な体験ブースやステー ジイベ
ントを徳島ｅスポーツ協会の参加団体を中心に設営頂きました。現代の

ゲーム、昔のゲーム、デジタルなゲーム、アナログなゲーム、と様々 な世代
が楽しめるコンテンツを用意していたことにより、参加者も大人に も子ど
もにも楽しんでもらえたように思います。またプログラミングやマ イコン

カーレースといった教育的な視点も理解して頂くことができたと 思います。
アンケートの結果、９割以上のお客様に満足いただき、ターゲット 層の親子
に来て頂けました。また４割の方は数年ぶりに東新町に足を運んで 頂く
きっかけとなりました。

昨年締結した徳島市内３大学との連携協定に代表されるように、今までの
徳島青年会議所の事業を通じて構築してきたネットワークを活かすこと

ができました。結果として、今年徳島青年会議所が各種団体のハブとなり
徳島ｅスポーツ協会が発足され ました。

今後は、徳島のｅスポーツ振興に向けて、今回できたネットワークを活用し、
イベントだけに留まらない活動へと展開を進めていきますので引き続き、
みなさまのご支援をいただけますと幸いです。今後とも、何卒よろしくお願
いいたします。

生を対象とした「阿波みらいアカデミー」事業を実施しました。本事業は、
高めた上、キャリアサポートを行い、徳島と結び付いたキャリアパスを歩み

出せる仕組みづくりを目指したものです。７月７日の開講式及び勉強会は、
参加者が国連のＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を知り、ビジネスを通して
社会を良くする方法を考える契機となりました。８月９日〜１０日の合宿

では、新ビジネスの作り方に関する講演と、各チームによるビジネスプラン
の中間発表会を行いました。８月１９日〜９月１５日の実践では、チーム

毎に、ドリンク販売による徳島の魅力発信、徳島の伝統工芸品の物販、異文

化交流のできるベトナム料理店、食品ロスを解決するおでん居酒屋、商店街

の活性化といった多様なテーマに取り組みました。９月２３日の成果発表会
では、各チームが映像を利用して成果を発表しました。ご来賓の方々から
もご意見を頂戴し、貴重な気づきや学びを得る機会となりました。修了式

では、３１名に修了証書を授与しました。その後、参加者の人生設計を後押
しするキャリアサポートを実施しています。

本事業にご支援ご協力をいただいた多くの皆さま、
誠に有難うございました。
参加者は、難しいテーマに悩みながらも、諦めず積極的に取り組み、様々な
成果を得ることができました。本アカデミーで得た達成感と感動は人間的

成長の確かな糧となり、参加者の意識変革に繋がったと実感しています。
本アカデミー後のキャリアサポートでも、行動変革のきっかけを与えるこ

とができたものと考えています。今後も、私たちは、郷土と次代を担う人財
育成を目指して活動を進めていきます。引き続きのご支援ご協力を宜しく
お願いいたします。

一般社団法人 徳島青年会議所
8.12
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13:30 at 南内町演舞場・藍場浜演舞場

阿波踊り事業
研修例会委員会

10.5

２０１９年８月１２日、新入会員を中心に設営を行い徳島ＪＣ連 阿波踊り事業を開催致しました。７月から扇連の皆さ

にし阿波の花火

まとの合同練習も含め合計８回の練習を積み重ね準備を行いました。当日は扇連の皆さまにサポートして頂きながら南内
町演舞場と藍場浜演舞場へ踊り込み、全国各地から集まった１００名を超える青年会議所メンバーに徳島の誇る伝統芸能

四国地区協議会徳島ブロック協議会「にし阿波の花火実行委員会」

である阿波踊りを体験し、徳島の魅力を感じて頂きました。令和初の阿波踊り事業にご参加、ご協力を頂いた皆さま、誠
にありがとうございました。

記念すべき令和元年の１０月５日、
「にし阿波の花
火」は初開催の日を迎えました。この事業を行うこ
ととなったのは、昨年９月３日に徳島青年会議所
が実施した、とくしま花火コンペティションにて、
会場や協力者を募ったことからでした。
会場となった
にし阿波地域の皆様、そして美馬青年会議所をは
じめとする同志の協力のもと、中四国初であり、

8.12 - 8.15

11:00 at 旧徳島聾学校跡

AWAODORI CAMP
AWAODORI CAMP 特別委員会

関西最大級２万発を超える花火競技大会となりま
した。動員は５万人を超え、中四国では珍しく有料

2019

昨年に続き今年も８月１２日〜８月１５日の４日間、旧県立聾学校跡地にて「ＡＷＡＯＤＯＲＩ

席をメインとすることで、ここまでの規模の事業を
達成することができました。準備、当日、片付けに
至るまで、総数７５０名もの運営陣が集まったのは、
ＣＡＭＰ

２０１９」

事業を計画し、開催しました。本年は、どなたでも無料で入場して楽しんでいただけるイベントの同時開催にも力を入

れました。残念ながら台風１０号の影響により１４日以降のイベントは中止になってしまいましたが、１２日の初日だけ

で県外から約７０組３００人にご利用いただき多くの皆様に楽しんでいただくことができました。ご協力いただきました
皆様、本当にありがとうございました。

18:00 at 四国三郎の郷周辺

青年会議所のみならず、行政、各種団体、地元企業、
ボランティアとのパートナーシップの賜物です。
改めましてご協力いただいた皆様、ご来場くださ
いました皆様に感謝申し上げます。本当にありが
とうございました。
５万人の来場は私達の想像を越え、今まで経験し
たことのない規模となりました。無論反省点は
多々あり、改善や課題も多く見つかりました。しか
し、実施したアンケートでは９８．８％の方から満
足以上のお声をいただき、また４４．４％の方が県
外からのお客様という統計が取れており、地域益が
十分に得られたものとなりました。本事業を通し
途中何度も諦めかけましたが、志高く地域と向き
合う事で、困難な道も共に行動し成し遂げる事が
証明できたと確信しています。
「にし阿波の花火」が、
将来徳島の伝統と誇りとして地域に愛され、育まれ
るものと信じ引続き邁進して参ります。

一般社団法人 徳島青年会議所
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京都会議ＪＣプログラムセミナーフェスティバル

サマーコンファレンス会場 パシフィコ横浜にて TOYP 大賞
委員会のメンバーと

アフリカ中東ａｒｅａ会議にて 国際アカデミーの仲間達と

災害発生時の身の守り方や災害発生後の対応についての講演

第６回江南委員会にて

JCI JAPAN TOYP2019 授賞式典ファイナリスト２０名登壇

ヨーロッパａｒｅａ会議にて世界の友情を

ＪＣカップ U-11 少年少女サッカー全国大会徳島ブロック予選大会

日本青年会議所

日本青年会議所

日本青年会議所

四国地区協議会徳島ブロック協議会

[ 広報幹事 ] 坂本 新太郎

[ 委員 ] 中條 秀人・松田 俊紀

[ 委員長 ] 西林 宏記

本年、日本青年会議所のＪＣプログラム推進委員会に運営

日本青年会議所 人材グループ ＴＯＹＰ大賞委員会 広報幹事

渉外委員会委員、会頭補佐として、京都会議から始まり、

本年、防災・教育関係委員会の担いはＪＣカップＵ−１１

年会議所がより良い運動を行なうため、
またそのような運動

ＴＯＹＰは、１９３８年に米国青年会議所により始まった

アフリカ中東会議モーリシャス、ヨーロッパ会議リオン、

営と防災事業の企画運営でした。６月２日、ＪＣカップＵ−

ＪＣプログラム推進委員会
[ 運営幹事 ] 御手洗 遥

[ 委員 ] 井内 弘明・藤本 康史

幹事として出向させて頂いております。当委員会は、各地青
を展開できる人材を育成するためのセミナーを全国で開催
すること、そして講師となるトレーナーを育成することを

担いとする委員会です。運営幹事という役職は、毎月全国各
地で行なわれる会議の設営、出欠のとりまとめが主な役割

TOYP 大賞委員会

として、出向させて頂きました。

ＴＯＹＭ
（Ten Outstanding Young Men＝１０人の傑出した

（アメリカの）若者たち）が起源です。ＪＣＩでは１９８３年
からＴＯＹＰ（Ten Outstanding Young Persons＝１０人の
傑出した若者たち）
が主要事業として始まり、
現在はＴＯＹＰ

ですが、その他にも委員長や総括幹事の補佐、人間関係が円

（The Outstanding Young Persons＝傑出した若者たち）
とし

全国各地から顔も知らないメンバーが集まって、
チーム形成

いて、社会に持続的なインパクトを与えることができる可

滑にいくためのバランス役なども重要な役割となります。
をして、一つの物事を作り上げていきますので、チームビル
ディングが本当に大切です。
そのチームをまとめ上げる新谷

委員長の優しくも厳しいリーダーシップは本当に勉強にな

りました。また徳島青年会議所に新たなトレーナーが誕生
してくれたことも本当に嬉しく思います。
日本出向って少し

「遠いイメージ」がありますが、その距離があるからこその
友情も確かにあります。皆さんも是非、
「少し時間が経つと
会いたくなるような全国の友人」を作りに日本へ出向して
みてください。

て継承されています。事業として日本のあらゆる分野にお

能性を秘めた「傑出した若者（＝すごい若者）」を発掘し、日
本のみならず世界に向けて発信することを目的とし、日
本 JC 最大の発信の場、サマコン授賞式典にて若き人材を発
表しました。傑出した若き人材と協賛企業や支援者が繋が
り、
生産活動や適切な雇用創出、
起業、
創造性及びイノベーション

を支援する開発重視型の政策を促進できました。
この経験は

自身は勿論、徳島 JC の成長、そして未来の発展へ繋がると
確信します。出向の場を与えて頂いたＬＯＭ、そしてご協

力を頂きました全ての皆様に感謝申し上げます。
ありがとう
ございました。

渉外委員会

金沢会議、日本青年会議所の各会議、訪中ミッション貴陽、
アメリカ会議議アルゼンチン、日本アカデミー、各地会頭ブ

ロックアカデミー、ＡＳＰＡＣ、ＮＹ国連本部、横浜サマー

コンファレンス、
国連大使事業スウェーデン、
ロシアミッション
モスクワ、韓国へ会頭対談等に参加しました。１０月に富山

全国大会、１１月には世界会議エストニアに参加予定です。
やはり、旅はどこに行くか以上に、誰と行くかによって、学
びや気づきの内容が大きく変化します。此度は、鎌田会頭の
思考フィルター・行動を通しての旅路。私の好奇心や何故
の追求願望、
多くの事を満たさしていただきました。
JC 活動

をしていると、棚からぼた餅が沢山落ちてきます。それを掴
みにいくかどうかは本人次第です。
今回、
私は、
足元が揺らぐ

かもしれないが、棚の上にあるであろう、大きいぼた餅を自

分が大きく背伸びし、大きく腕を伸ばし、大きく手を広げ、
掴みに行きました。この非日常な経験を地域、会社、家庭、
次世代へ、息子、娘へと繋げていきます。

防災・教育関係委員会

[ 副委員長 ] 黒部 雅統・姫田 和幸

少年少女サッカー全国大会徳島ブロック予選大会の企画運
１１少年・少女サッカー大会は吉野川市に完成したばかり

の上桜スポーツグラウンドで開催いたしました。県内２９
チームの応募の中から、
厳正な抽選の結果１６チームが出場
しました。
グッドルーザーの精神を学ぶことを目的のひとつ
とする本大会では、勝ち負けで一喜一憂することない、思い

やりの気持ちについての気づきが生まれたと思います。
雨のなか、
ひたむきにボールを追いかける子どもたちの姿は
徳島の未来の輝きでした。また、防災事業においては徳島ブ
ロック協議会が徳島県と平成２８年に締結した災害協定に

基づき、２回のメンバーの安否確認シミュレーションと徳
島県と徳島県自主防災組織連絡会による講演を実施いたし

ました。
実際に地域で活動する自主防災組織の活動を通じて、
青年会議所への期待や求められる役割について第三者の視
点から考えていただけたと思います。

最後になりましたが、ご協力いただきました皆さまにおか

れましては、ご多用の中に本当にありがとうございました。

一般社団法人 徳島青年会議所
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2019 年度卒業生紹介
徳島青年会議所でのＪＣ活動に長年携わってきた５４年組の卒業式及び、卒業パーティーとなります。シニア
クラブメンバー、各地会員会議所メンバーの皆様に、共に卒業をお祝いして頂く中で、青年会議所の同志の絆と、
今後のより友好な関係を構築して頂き、盛大に送りだします。出口理事長の掲げる基本理念、初志貫徹〜和で
渉外委員会
委員長：中条 秀人

渡辺 涼 [2015]
渡辺興業

きました。ありがとうございま
した。

学んだことは思いやり。
皆さん

髙木 直 [2016]

有限会社フタバ園

これからもＪＣ活動頑張って
ください。

同世代の違う業界の人達と同じ

には仕事では得られない多く

の事を学ばせてもらいました。

経験をさせて頂きました。会

その後の進むべき道を示してく

所もありましたが、得た経験を

時代に " 知ってること " に価値

多くの人から本当にたくさん

皆様の使命と誇り、そして夢
を持った活動を祈念しており
ます。

い。ありがとうございました。

は無くて、それを実際に行動に

生かし、今後も、地域に貢献出
浜口 修二 [2016]

徳島三菱自動車販売株式会社

れました。今、情報が溢れてる

社との両立は、なかなか難しい

される組織であり続けて下さ
横山 昌平 [2009]

時間を共有させて頂いたことが

と思い入会させて頂き、色々な

こらからも地域社会に必要と

素晴らしいものばかりです。

徳島トヨタ自動車株式会社

来るようにしていきたいと思い

ます。ありがとうございます。

堀金 建吾 [2016]

株式会社ピースリビング

起こしてその " 経験 " に価値が

ある時代です。ＪＣはそれを実
践している団体だと思います。

２０１１年に入会させていた

ＪＣでは１４研修をはじめ数

素晴らしい時間をともに過ご

約３年間という短い期間でし

知り合うことができ、また、

深める事が出来私にとっては

ます。この場で、多くを学び、

に対する熱い志や、
素晴らしい

だき、約９年間、多くの人と

鹿子酒類卸株式会社

濵田 真好 [2014]

株式会社ぶつだんのもり

だき感謝しております。今後

仕事に、人生に、真摯に向き

を今後の人生にも活かしてい
ければと思います。

連携や友情を共有させていた

きました。この経験を生かし、

でありました。
この経験や交流

がとうございました。今後と

たが、メンバー皆さんの活動

特に心の修練を積むことがで

かけがえのない経験をする場

だくことができました。あり
もよろしくお願い致します。

せたことに心から感謝してい

多くのメンバーの方と交流を

いろいろな経験をさせていた

森 丈明 [2016]

有限会社森利行商店

合ってまいります。ありがと
うございました。

の自身を取り巻く環境に対し
吉﨑 忠司 [2016]
有限会社紅葉

ても『 あ り が と う 』の 精 神 を
もって邁進して参ります。

２０１５年に入会させて頂き、

徳島ＪＣに入会してから約４

徳島ＪＣでの３年間、志ある

３年という短い間でしたが、

ら活動した４年間、
多くの仲間

ろいろな方と出会うことがで

ていただきました。最終年度

験をさせていただき、私の人生

和泉 敦史 [2015]

じゅれーむ

ました。

有限会社青和

い濃密な３年間とすることが

ています。今後も、明るい豊

ください。ありがとうござい

んだことを活かして行きます。

の中でも忘れることのできな

人生における確かな糧となっ

これからもＪＣ活動頑張って

とが財産です。今後、ＪＣで学

多くの仲間とともに様々な経

に委員長を経験できたことは、

きてよかったです。皆さん、

と出会い信頼関係を築けたこ

荒川 優生 [2015]

仲間と素晴らしい経験をさせ

年間、同年代の業種の違うい

沢山の方々にお支え頂きなが

矢田 茂明 [2017]
田中法律事務所

かな社会の実現に貢献できる
よう邁進します！

できました。
ＪＣで得たことを

吉田 嘉光 [2017]

行政書士事務所きずな徳島

活かし、
残りの人生も頑張って
いきます！

職業柄なかなか事業に参加す

徳島ＪＣに入会しなければ決

笑ったこと、
辛かったこと、
悔し

徳島青年会議所に入会して、

顔を合わせれば温かく迎え入

くの経験と、かけがえのない

て頂きました。その経験の中で

ありましたが、多くのメンバー

ることは出来ませんでしたが、

して得ることのなかった、多

れてくれた皆様に心から感謝

すので倍旧のお付き合いをお
願いします。

宮本 全人 [2015]
有限会社クリーン

いきます！

り上げて行く活動に参加出来

せでした。最後まで支えてくれ

間力と笑顔を忘れず、
「ＣＡＭ
Ｐ」で輝ける徳島を創造して

と一丸となって徳島を共に盛

みなさんに出会えて本当に幸

もＪＣ ＳＰＩＲＩＴＳと人

験を糧にして精進して参りま

約１年間という短い期間では

かったこと、沢山の経験をさせ

縁をいただきました。卒業後

します。今後もＪＣで得た経

大麻比古神社

験をさせていただくことがで

自分が様々な面で成長出来れば

ました。
徳島ＪＣが行う事業は

金倉 卓彦 [2015]

戻ったような４年間でした。

徳島青年会議所に入会して、

の経験と仲間を得る事が出来

ダイニング酒飯

たからだと思います。学生に

２００９年度に入会、１０年間
お世話になりました。徳島ＪＣ

鹿子 浩史 [2011]

本当に信頼できる仲間が出来

している自分に驚きました。

いろな人に出会い、貴重な体

〜卒業 式 に 向 け て 〜

株式会社坂本工務店

で約５年間、本当にお世話に

なりました。この５年間いろ

紡ぐ笑顔踊る徳島の実現〜に対しての想いを改めて共有し、ご卒業される方々の偉業、功績を知る中で現役メ

坂本 新太郎 [2009]

気がつけば、進んでＪＣに参加

に入会させていただきこれま

青年会議所の意義を改めて再確認して頂きます。また、卒業生と所縁の深い方々との交流機会を設けることで、

ンバーは次年度以降の運動の糧とし、徳島青年会議所の歴史を紡いでいきます。

２０１５年に徳島青年会議所

た事は、沢山経験し成長に繋

たメンバーには感謝の気持ちで

若林 大輔 [2017]

株式会社オリジナル

いっぱいです。ありがとうござ
いました！

松村 聡 [2019]

焼き肉ホルモン牛心

がったと思います。感恩報謝！

一般社団法人 徳島青年会議所

Junior chamber International Tokushima

2019 年度新入会員の紹介
２０１９年度に入会しました新入会員の紹介をさせて頂きます。本年は２６名の入会となりました。
本年度研修例会委員会の主な担いとして、毎月の例会設営、４月公開委員会、７月の神戸みなと
まつり、８月の阿波踊り事業、１１月例会などがありましたが、キャプテン、副キャプテンを中心に
委員会メンバーが力を合わせ、やりとげることができました。
本年の新入会員メンバーは、年齢・性別・国籍を問わず、個性豊かなメンバーが集まっており、
徳島青年会議所に更なる活力を与えてくれると確信しております。２０１９年度の新入会員を

研修例会委員会
委員長：坂﨑 倫太郎

何卒宜しくお願い申し上げます。

2020 年度新入会員募集 ! ご 紹介 よろしくお 願 いします

古川

哲也

徳島信用金庫

柴田

康平

岡本

悠生

雀地

高広

株式会社ヤマハシ

株式会社ニッセイ徳島

株式会社松家製作所

藤川

健太郎

株式会社スバル設計

大本

航平

鈴木

善久

株式会社阿波銀行

有限会社三色スタジオ

中川

愛

Daisy

三笠

晃嗣

堀田

大輔

三笠電機株式会社

アイフォレストコンサルティング株式会社

岡田

知也

木村

友彦

黒澤

和哉

株式会社 GEMSMILE

四国放送株式会社

山一興業株式会社

松村

聡

焼き肉ホルモン牛心

黄

文俊

辻

健作

合同会社ココ華

株式会社辻工務店

豊永

真史

木下

将人

宮崎

光平

小出・豊永法律事務所

しらさぎ形成クリニック

徳島ヴォルティス株式会社

河野

寛

嘉一輪業舎株式会社

山田

達也

諏訪

祐輔

真鍋

徹朗

株式会社ワイ・ビー・ケイ工業

株式会社 SUWA

吉野川・城南タクシー

長谷部

佑

株式会社長谷部工業

左光

義典

木田

智也

徳島グランヴィリオホテル

株式会社南海プランナー

11 月例会『逆転？！模擬裁判！判決を決めるのは貴方です！』

メンバーに、何故ＪＣに入会し、何のために活動しているのかを議論し、
再度ＪＣ活動や運動の意義を再確認していただく場とすることができました。

