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はじめに

「朝顔やにごり染めたる市
まち

の空」
これはわがまち北九州にゆかりのある女流俳人
杉
すぎたひさじょ

田久女が詠んだ句です。この句に詠まれている
ように、かつて北九州は重化学工業を中心に発展
し、近代国家建国の牽引役を果たした代償に、戦
前から公害のひどい「灰色のまち」と呼ばれてい
ました。工場から吐き出される七色の煙が大気を
汚染し、廃液の流れ込む洞海湾は大腸菌ですら生
きることが出来ず、船のスクリューも融けるほど
の恐ろしい「死の海」でした。そんな中、公害に
よる家族の健康被害に悩まされていた戸畑の婦人
会が、この環境を改善したいという一心で勇気を
持って立ち上がり、被害者と加害者という単純な
対立の構図を超えて、立場が違う全ての人たちが
ネットワークを組み、公害を克服するという奇跡
を起こしたのです。私は、彼女たちがその当時の
ひどい公害の実情を何とか伝えようとして作成し
たドキュメンタリー映画「青空がほしい」を見た
ときに、驚愕し、思わず涙を流してしまいました。
空を見上げた彼女たちに、このまちの青空を予見
することは果たして出来たのでしょうか。成功の
保証などなかったことでしょう。それでも彼女た
ちは立ち上がり行動し、社会全体を巻き込んだ市
民運動へと発展させたのです。彼女たちを突き動
かしたもの、それは何だったのでしょうか。それ
は思いやりと使命感です。愛する子どもたちのた
めに、明るい未来を残そうとする使命感が行動へ
と変わり、未知の可能性を切り拓いてきたのです。
私はこの公害に勇気を持って立ち向かった彼女た
ちこそ、社会に大きな変化を巻き起こした触媒役、
すなわちカタリストそのものだと考えます。自ら
の環境を変革するために、周囲の人たちの行動の
きっかけとなるカタリストとして動いたのです。
私はそんなカタリストたる先人たちが切り開いて
きた、北九州というまちに生まれ育ったことを誇
りに想い、この胸の想いこそが、わがまちの未来
のために、積極的にまちづくりに関わっていける
原動力となっているのです。ＪＣは青年経済人と
して溢れる行動力と斬新な発想力を最大限に発揮
し、地域社会のみならず国家社会の変革をも実現
できる無限の可能性を秘めています。先行きの見
えない不安で溢れてしまったこんな現代社会だか

らこそ、私たちＪＣこそが、社会変革の起爆剤と
なるべく、力強いカタリストとなって、多くの仲
間や市民と共に、夢と希望で満ち溢れた未来への
牽引役としてその役割を果たしていかなければな
らないのです。

2009年度社団法人北九州青年会議所（以下、
北九州ＪＣ）は、他人のことを自分のことのよう
に大切に思える、そんな思いやり溢れる社会を目
指し、未来の子どもたちのために、すべての市民
が、率先してまちづくりの運動を行えるような、
そんなカタリストたる市民で溢れるまち北九州に
するために、小さな輪から大きな輪へ市民意識変
革運動を起こすべく、社会変革に挑むカタリスト
として運動を展開します。

地域アイデンティティの確立を目指して

　国の構造改革の推進によって地方分権型社会
へと舵が切られ、それぞれの自治体における地域
特性に見合った方策が、地方の自律に向けて重要
な課題になってきました。しかしながら、地域の
未来への方向性を決めるのは国や行政ではなく、
市民自らがその方向性を示さなければ、真の意味
での自律とはいえません。それには、地域の歴史、
風土、文化、自然をひも解き、様々な地域資源を
真剣に見つめ直すことが必要だと考えます。そし
て潜在している地域アイデンティティの確立こそ
が、厳しい地域間競争に生き残るための方向性を
指し示す、大きな旗印となるのです。わがまち北
九州は、関門海峡や小倉城などを舞台にした歴史
資源、国家の近代化を牽引してきた産業資源、小
倉祇園太鼓・松本清張などの文化資源、門司港レ
トロなどの観光資源、そして豊かな自然、公害克
服の歴史から積み重なった環境への取り組み、世
界でも類を見ない五市の対等合併の経験など、枚
挙にいとまがないほどの誇るべき地域資源を有し
ています。それらを顕在化することで、すべての
市民が自分の住むまちを再認識し、「北九州は素
晴らしいまちだ」と自信と誇りを深め、能動的に
まちづくりに参画するような、自律したつよい地
域社会が実現できるのです。地域の発展を担うカ
タリストたる北九州ＪＣとして、地域アイデン
ティティに裏づけされた明確なまちづくりの指針

を持つべく、地域社会の主体者として数多くの市
民と語り合い共に行動し、このまちの地域資源を
掘り起こし広く積極的に発信していきましょう。
それこそが、地域の未来を自分たちで創ってい
こうとする市民意識変革運動の始まりとなるので
す。

持続可能な社会の実現に向けた
運動を展開しよう

未来の子どもたちのために私たちが出来るこ
と。それは持続可能な社会の実現に向けた運動を
展開していくことです。この持続可能な社会とは、
将来世代のニーズを満たす能力を損なうことな
く、現在世代の私たちの経済・社会を発展させる
ことを言います。その実現には、市民一人ひとり
が、未来への責任を果たすために主体的に、行動
を起こすことが必要です。「エコスタイルタウン
2006」というイベントで行われた調査結果がそ
の難しさの一端を示しています。調査では、北九
州市が「世界の環境首都」を目指していることを
多くの人が知っていると回答しましたが、「環境・
福祉等の市民活動」が強みであると回答した市民
は、たった１％程度しかいませんでした。北九州
市は昨年、国から環境モデル都市に選ばれたとは
いえ、自発的な市民活動までは昇華していないと
いう問題をあらわしています。私はこうした問題
の解決策として、このまちに暮らす全ての人たち
が、いかなる歴史を経てこのまちがつくられたの
か、先人たちの歩みを真摯に学び、将来の子孫た
ちに、負の財産を残さないよう、まずは一人ひと
りの北九州ＪＣメンバーが自覚し、カタリストと
して行動することが重要だと考えます。さらには
未来に向けた行動のベクトルを共有するため、全
ての人たちがお互い強い絆で結ばれた状態を実現
しなければならないと考えます。こうした運動を
加速化させるために北九州ＪＣは、2007年度か
ら社団法人日本青年会議所全国会員大会北九州大
会の実現に向けて運動を展開してきました。日本
ＪＣ最大規模の事業である大会の誘致、準備、開
催を通じて、ＪＡＹＣＥＥと市民が連帯し、志を
共通にする土壌を生んでこそ、持続可能な社会に
向けた市民意識変革が実現し、市民一人ひとりが
有機的なうねりとなります。そして大会を通して
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芽生えた、過去から培われてきた環境首都として
の北九州の市民力が発揮され、ＪＣ運動と共に全
国に伝播したとき、未来の子どもたちに持続可能
な社会をつなぐことができると信じます。３年目
を迎える全国会員大会誘致運動を、今まで以上に
ＬＯＭメンバー全員が主体的意識を持ち、社会か
らの期待感に応えるべくＬＯＭ全体として戦略的
に取り組み、2012年度全国会員大会主管ＬＯＭ
に選ばれるよう、心をひとつに運動を展開してま
いります。

未来の子どもたちの心を
育む社会を創造しよう

日本人は古来より、四季折々の豊かな自然の恩
恵に感謝し、先人を敬い、他者を思いやる心を大
事にしてきました。しかし、私たちを取り巻く現
代社会は、物質的には豊かになったものの、心の
豊かさは乏しくなるばかりで、利己主義的な価値
観が蔓延し、道徳心なき経営者や公共心なき公務
員の不祥事、青少年による信じ難い凶悪犯罪など
が頻発する荒廃した社会に繋がっているのです。
私はこれらを目の当たりにして、憤りを感じずに
いられません。しかしながらこれらの問題を生み
出している責任は私たち大人にあり、未来を担う
子どもたちが、心豊かな人格を育む上において、
私たちの行動すべてが、大きな影響を与えている
ことを決して忘れてはなりません。子は親の鏡と
いうように私たちの心も映し出しています。親を
大人として言い換えてみると分かるように、大人
としての存在から感じさせる、説得力のある背中
を子どもたちに見せ続けることこそが、私たちに
最大限に求められている責務なのです。そして、
その背中を通して、先人への感謝、命の尊さ、自
然環境を守ることの大切さなど、現代の日本人と
して失いつつあるＯＭＯＩＹＡＲＩの心という道
徳観を伝えることがまずは大切な第一歩となりま
す。子どもを持つ親と同世代のＪＡＹＣＥＥとし
て己を律し、子どもたちから憧れるような、かっ
こいい大人の背中を見せることができるよう自分
たちの生き様を示していきましょう。そこから私
たちの社会全体にＯＭＯＩＹＡＲＩの心が満ち溢
れたとき、心豊かな子どもを育む社会へと繋がる
のです。

与えられた機会をチャンスに変えよう

「ＪＣとは究極の割り勘主義の団体だよ」。これ
は私が入会したばかりの時に先輩から頂いた、今
でも強烈に頭に残っている言葉です。まさしくＪ
Ｃとは、職業も会社規模も年齢も考え方も違う仲
間たちと未来を語り合い、高い目標に対して積極
果敢にチャレンジをすることで、自らを成長させ
てくれる機会が平等に与えられる組織である事を
的確に表現しています。ＪＣの創設者であるヘン
リーギッセンバイヤーは「前向きな変化を創り出
すのに必要な、指導力の開発、社会的責任、起業
家精神、及び友情を深めるために青年に機会を
与えることによって地球社会の発展に寄与するこ
と」という使命を掲げＪＣを創設しました。ここ
で重要なのは活動へ参画することによって与えら
れた機会を、チャンスとして大きく変えることで
す。チャンスは目の前を通り過ぎてしまうと後か

らは決して掴まえることは出来ません。与えられ
た機会をＪＡＹＣＥＥとして大きく成長させる絶
好のチャンスへと変化を起こしていきましょう。
特に月に一度、会員が集う例会は、私たちの運動
の方向性を確認するとともに、ＪＡＹＣＥＥとし
ての志と誇りを再認識できる絶好の機会です。ま
た出向や各種大会への参加は、日本ＪＣ、九州地
区協議会、福岡ブロック協議会の同志との出会い・
関わりを通じて、ＪＣ運動の本質や可能性を学べ
る機会であり、ＬＯＭとして、運動を大きく展開
していくのに必要な連携強化を図れる貴重な機会
でもあります。是非とも多くの会員が、すべての
機会に気づき学んだものをこの地域に持ち帰り、
それを具体的なまちづくりの活動へと繋げていき
ましょう。それはＬＯＭに留まらず、必ず市民の
能動的な行動を喚起し、私たちの地域が大きく変
わっていくチャンスとなるのです。

新たな価値の創造に向けて
組織を進化させよう

北九州ＪＣは小倉青年会議所として1953年
の創設以来、常に変革の能動者として、地域と共
に運動を積み重ねてきました。しかし、現在、新
しい社会サービスの担い手として、市内にも多く
のまちづくり団体や200以上のＮＰＯ法人が誕
生し、2008年には新公益法人制度が全面施行さ
れるなど、ＪＣの存在意義が問われる時代となり
ました。創始の精神から受け継がれてきた運動を
継承していきながら、公益社団法人格取得に向け
て、地域社会から信頼され、持続的に新たな価値
を創造することが出来る組織へと進化させていき
ましょう。また私たちの展開する運動を、あらゆ
る方向に対して発信することは、存在意義をより
明確にするだけでなく、志に共鳴する仲間を増
やし、今後も運動を展開し続けていくための重要
な要素だと考えます。様々な情報発信ツールの特
性を十分に検証しつつ、地域メディアとの連携を
しっかりと図りながら効果的な運動の情報発信を
行います。そして会員一人ひとりがＪＣの誇りを
持って、ＪＣ運動の素晴らしさを語り、志を同じ
くする仲間の拡大に努めて行きましょう。また私
たちは時代の移り変わる中で、全会員が同じベク
トルに向かって運動を展開し、市民・行政・ＮＰ
Ｏなど外部との強固な信頼のネットワークを築い
ていく必要があります。このネットワークこそが、
社会変革を誘導できる力強いカタリストとして運
動を展開できる原動力となるのです。今こそＪＡ
ＹＣＥＥの力を結集し、このネットワークを存分
に活かした運動へと展開していきましょう。その
結果、北九州ＪＣは社会的価値を高め、真に説得
力を持つ、力強い組織として進化していくのです。

国際的視野を持った
人材の育成を図っていこう

北九州ＪＣは全国709ＬＯＭ、約４万名の同
じ志を持つ仲間を有し、さらに国際青年会議所に
おいては128ヶ所の国及び地域に114ものＮ
ＯＭと約18万人にもなる大きなネットワークが
あります。私たちはこのネットワークを活かし、
ＪＡＹＣＥＥとして、個と個との交流だけでなく、
ＬＯＭと地域との交流を通して、隣人であるアジ

ア諸国を始め、民間外交を展開できる無限の可能
性を秘めていることを忘れてはなりません。また、
台北ＪＣや仁川富平ＪＣなどの海外姉妹ＪＣの同
志との交流は、ＪＣの三信条のひとつである「友
情」の大切さを認識できる大きな機会でもありま
す。私は2008年に、仁川富平ＪＣとの姉妹締
結20周年記念事業に関わり、また我が子が参加
した台北ＪＣとのＩＦＰ児童交換事業を、父親と
いう立場で同行したことで、長い期間をかけてお
互いが信頼し積み重ねてきた交流の歴史は、どん
なに時代が様変わりしても、色あせることなく続
いてきた「友情」の証なのだと強く確信すること
が出来ました。本年はＩＦＰ児童交換事業が北九
州において40回目を迎えます。この記念すべき
機会に、事業の意義を私たち自身が再確認し、そ
の創始の精神を忘れずに、今までこの事業に関
わってきた全ての皆様と共に祝福し、相互交流の
新しい第一歩のきっかけにしていきたいと思いま
す。そして海外姉妹ＪＣとのポジティブな関係構
築のために目的意識をもって交流をし、お互いの
歴史、伝統、文化を尊敬し、讃えあうことで共生
の考え方を学び、国際的視野を持った人材の育成
を図ってまいりましょう。それこそが私たちが目
指す恒久的な世界平和を導く近道なのです。

最後に

「変化をマネージメントする最善の方法は、自
らの変化を作り出すことである」という経営学者
Ｐ・Ｆドラッガーの言葉があります。何人たりとも
自分たちを取り巻く状況の変化を簡単に止めるこ
とはできません。しかし唯一できること、それは
自分自身を変革するために自らが動き、カタリス
トとして周囲の人たちの行動のきっかけとなるこ
とです。自分が変わればＪＣという組織が変わり、
組織が変われば地域が変わり、地域が変われば社
会が変わります。今こそ信じあうＪＣの仲間とと
もに理想の未来を語りあい、その未来に向かって
果敢に挑むカタリストとして、すべての市民が自
信と誇りで満ち溢れた社会となるよう、私たちの
まちづくりの運動を推し進めようではありません
か。その運動の先には、澄み渡った青空のような
明るい豊かな社会が確かに存在するのです。

先人から脈々と受け継がれてきた、このまちの
明るい未来を創造するために･･･
すべての市民が自信と誇りで満ち溢れた北九州
であるために･･･
わがまち北九州への誇りを胸に、社会変革に挑
むカタリストたれ！！
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The Catalyst sauce which challenges reformation of society!
A pride on our chest to our town Kitak yushu

Introduction

The 2009 Kitakyushu Junior Chamber (following Kitakyushu JC) is filled and overflowed with the dream and the hope to develop
campaign by six campaign policy following as the Catalyst challenging reformation of society to realize in the future.

1. Aimi ng at establis hment of the local identity
I think about area identity latent our town by surfacing when I can realize the strong community became independent which all citizens
realize our town to live in again , deepen confidence and a pride when "Kitakyushu is a splendid town" and participate in citizen-based
town planning actively. We dig up local resources of our town Kitakyushu and send it with a citizen positively and widely.

2. Developing campaign for the realization of the sustai nable society
We say that we develop our economic society of the existing generation without losing ability to satisfy the needs of the generation in the
future with this sustainable society. It is necessary for the subject to take action so that each citizen achieves responsibility to the future
for the realization.  All people that JC, citizens and administration and so on are joint strong to share the vector of the action for the
future and we will develop campaign laying the soil making a common use of it for will strong.

3. Create society bri ngi ng up a heart of future chi ldren
The modern society spreads over egoistic sense of values, and it leads to the society that went ruin where brutal crimes are frequent.
However, we adult has the responsibility producing these social problems and must never forget that you give big influence in children
carrying the future bringing up the character that a rich heart. As JAYCEE of the same generation with the parent having children, we will
show the persuasive back of adults for the children and letting you feel it from an action and existence as adult.  And as the important
first step, we think to stream down a moral called the heart of OMOIYARI lost as a modern Japanese for example, thank for ancient people,
preciousness of the life, and protect natural environment and so on.

4. Let's cha nge a given opportu nity into a cha nce
We think JC talks with members different in the occupation, the company scale,the age and the way of thinking about the future
definitely, and an opportunity bringing up oneself in what I challenge for a high aim daringly positively greatly expresses what is given
equally precisely. It is important thing to change the opportunity given by participating in actively greatly as a chance. It will cause a
change to a perfect chance to grow up as JAYCEE greatly.

5. Evolvi ng an orga nization for creation of new va l ue
Kitakyushu JC always piled up campaign with the area as a person of active voice of the change since the foundation of 1953 as Kokura
junior chamber. However, now as a leading figure of new society service, the NPO corporation was born a lot in the city and a new public
service corporation system was enforced entirely in 2008 and it is time when the significance of existence of JC was asked.
For the nonprofit foundation case acquisition, it is trusted by the community while succeeding to the campaign that has been inherited
from mind of the creation and will evolve it to the organization where I can create new value persistently.

6. Pla nni ng bri ng up the talent with the international field of vision
Kitakyushu JC make use of this network and must not forget what you hide the Asian countries which are a neighbour in that can develop
nongovernmental diplomacy. I participated in the 20th anniversary sister conclusion memory business with Incheon Pupyong JC in 2008,
and when it was proof of "the friendship" that continued without fading, I was strong and was able to be convinced of the history of the
interchange, in addition, I have been accompanied by an IFP child exchange business with Taipei JC which my child participated in a
situation of father, and each other trusted it, and piled it up even if the times changed how. And we interchange for positive construction
concerned with overseas sisters JC and respect each other's history, tradition, culture and learn a way of thinking of the symbiosis by
praising it and will plan upbringing of the talented person with the field of vision of international.

Conclusion
Nobody can easily stop a turn of situation to surround ourselves. However, we can have one thing, it is that we move by ourselves and it is
to lead to the action around people as Catalyst. If I change by myself, a organization of changes, and if an organization changes, and area
changes, and also if an area changes, a society changes.  Now, let's promote our campaign so that all citizens are filled and overflowed
with confidence and a pride as a catalyst which we go and raise the change for the future.

To create the bright future of this town which has been inherited ceaselessly by ancient people.
It is Kitakyushu that all citizens are filled and overflowed with confidence and pride.
It is catalyst which challenges reformation of society to a pride on a chest to our town Kitakyushu!!
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M E S S A G E

愛に満ち溢れたつよいＪＡＹＣＥＥによる

アドマイヤー型社会の実現

平素は社団法人日本青年会議所に格

別なるご高配を賜り、厚く御礼申上げます。

2009年度、社団法人日本青年会議所

はつよい国民性に育まれたやさしい国家

「真日本建国」に向けて、我 Ｊ々ＡＹＣＥＥ

のひとりひとりが日本国に誇りを持ち、強靭

な思想と哲学を身にまとい、現実から目を

そむけない確固たる信念を持った青年経

済人として明るい豊かな社会を築き上げ

る運動を展開してまいります。今の我々に

とって最も大事なことは己を律することで

あり、知識のみならず確かな見識と揺ぎな

い信念をもって自らの生き方を社会に示し

つつ、お互いを賞賛し認め合う「アドマイ

ヤー型社会」の実現こそが、真に誇れる国

づくりへ繋がると確信しております。社団法

人北九州青年会議所の皆様におかれまし

ても、松尾孝治理事長のリアリティーと説

得力のあるリーダーシップのもと、北九州

市民が自信と誇りで満ち溢れた地域の実

現に向けて一致団結し、変革を恐れずＪ

Ｃ運動を邁進されることをご祈念申し上

げ、ご挨拶とさせていただきます。

社団法人北九州青年会議所が様々な

取り組みを通じ、地域の発展に貢献され

ておりますことに心から敬意を表します。

北九州市は、青年会議所が96年から地

道に取り組まれているエコエコ運動など

地域の地道な環境活動のおかげで、2008

年7月、「環境モデル都市」に認定されまし

た。これは全国でも６都市だけが選ばれた

もので、日本の低炭素社会づくりを牽引す

る都市として評価された結果です。　　

本市は、今後、「世代を超えて豊かさを

蓄積していくストック型社会の構築」という

基本理念のもと様々な施策を進めて参り

ますが、同時に、その取り組みを通じ、地域

活力の創出を進めることで、「人にやさしく

元気なまち」づくりも進めていきます。

これらの取り組みには、市民、民間企

業、ＮＰＯの皆様との協働が不可欠です。

特に、北九州青年会議所の皆様には、

その若い感性と果敢な行動力をもって、本

市が進める新しいまちづくりへの更なるお

力添えをお願いしますとともに、これまで以

上にリーダーシップを発揮し、ご活躍され

ることを祈念いたします。

北九州市を魅力あふれるまちにしよう

と、社団法人北九州青年会議所の皆様が

献身的な活動を続けておられることに心

からの感謝と敬意を表します。

私たち北九州商工会議所も、活力に満

ちた住みよい環境都市づくりに努力してい

るところですが、実現には行政の力はもち

ろんのこと企業や市民の理解と協力が不

可欠です。そうした中、貴会議所が今年、

市民の意識改革を促す「社会変革のカタ

リストになろう」を合言葉に取り組まれると

のこと、誠に心強く思います。

青年会議所は１年ごとに全役員が交代

するユニークな団体ですが、07年の「北九

州の魂」、08年の「愛」と、一貫して地域ア

イデンティティーづくりに取り組んでこられま

した。目指す路線が揺れることなく毎年し

っかり受け継がれているのは、貴会議所

の結束の強さによるものと確信します。

今年はこうした歴史と実績を基に一段

と飛躍され、「北九州市の誇り」を全国・

全世界に発信されることを心より祈念いた

します。

日本JC 会頭・北九州市 市長・北九州商工会議所 会頭

北 橋 健 治

北九州市
市　長

重 渕 雅 敏

北九州商工会議所
会　頭

安 里 繁 信

社団法人 日本青年会議所
会　頭
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事　務　局

小嶋　亮

メディア発信委員会

原田　昌憲

総務褒賞委員会

梅野　伸二

堀口　隆祐

井上　剛

藤本　知秀

岸本　秀康

登根　慎一郎

杉田　英雄

平原　雄一

重廣　謙臣

岩本　哲也

矢野　晶照

東原　文久

岡本　興大

茂木　一

安東　崇夫

末松雅之

常  務  理  事

前田　勇人

総　務　室

井原　啓介

JCの誇り交流室

内川　英樹

地域の誇り創生室

角田　周一

地域のカタリスト開発室

石川　利彦

国　際　室

小田　剛

アカデミー特別室

有江　大輔

全国大会誘致室

吉田　妃佐

環境首都市民
実践室

古森　健一

出向常任理事

鷹野　秀史

専務理事

前田　一

副理事長

永田　康浩

副理事長

松永　浩

副理事長

小野　卓爾

副理事長

森　浩明

副理事長

加来　典崇

直前理事長

飯野　一義

理　事　長

松尾　孝治

顧　　問

中柴　崇

監　　事

鮎川　学夫

広本　誠治

福嶋　真一

倉田　雅幸

会員拡大推進会議

組織変革推進会議

全国大会戦略会議

議 案 審 査 会 議

常
任
理
事
会

理　

事　

会

総　
　
　

会

例会委員会

辰本　誠一郎

会員拡大委員会

OTONANOSENAKA
推進委員会 

「青空がほしい」
プロジ工クト特別委員会

地域のカタリスト
開発委員会

地域のカタリスト
発信委員会

国際室副室長

台北交流事業委員会

国際交流促進委員会

アカデミー第１委員会

アカデミー第２委員会

アカデミー第３委員会

全国大会誘致委員会

環境首都市民
発信委員会

環境首都市民
推進委員会

出向理事
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2 0 0 8 年 度 理 事 長 所 感

飯 野 一 義社団法人 北九州青年会議所
第56代理事長

理 事 長 所 感

２００８年度は「愛」～愛が溢れる社会の実現に向けて～
というテーマのもとに４つの基本方針　
1. 「ＪＣの力を進化させよう」　　
2. 「北九州の未来を創造しよう」 　
3. 「コミュニケーション豊かな社会を創造しよう」　
4 .「友情から世界平和へ繋げよう」 を掲げて運動を邁進しました。

「愛こそが私たちを前進させる原動力である」

2008年度LOMテーマ

1. ＪＣの力を進化させよう
今まで以上に「市民から求められる・愛され
るＪＣ運動」を展開していくためには55年の歴
史を振り返る・組織力の向上・300名体制のマ
ンパワーを時流に沿って進化させていくことであ
り、そのために2008年12月１日から施行さ
れる公益社団法人格取得の準備を視野に入れて２
回の「公益法人格取得セミナー」を実施しました。
過去の事業検証及び諸問題を明確にすることによ
りメンバー一人ひとりが周知徹底と理解すること
によってＪＣ運動への意識の向上へと繋げること
ができました。
300名体制のマンパワーを維持していくため
の拡大活動におきましては、拡大委員会の積極的
なコミュニケーションと「出会いこそ人生最大の
喜びである」をモットーに60名の新入会員を新
たに迎えることができました。
毎月の例会におきましては、常に４つの基本
方針を背景に出席率の向上や公益性を高めること
にチャレンジしました。９月度例会では、コミュ
ニケーション例会と題し、100パーセント出席
例会を実行し、93.1%の出席率を達成できまし
た。市民参加型の公益性を高める例会の実施にお
いては、テーマや講師選定、広報戦略や情報の受
発信の工夫がいることを感じました。
市民から求められるＪＣ運動の一つとして「九
州厚生年金会館機能存続を求める市民運動」とシ
ンポジウム・チャリティーコンサートを開催する
ことで40万名を超える署名により施設の存続が
決定し「文化の薫るまち北九州の新たなる創造」
を未来へ繋げることができました。また、創立
60周年に向けて、S48年生まれの若いメンバー
で構成された北九州ビジョン策定会議を中心に
「明るい豊かな北九州・ずっと住み続けたいと思
えるまち」というビジョンを作成し、DVDにま
とめることができました。

2. 北九州の未来を創造しよう
世界の環境首都を目指す我がまち北九州に
とって、「北九州市環境大発会」や「ecomana家族・
小学校（環境マナーコンテスト）」を通じて、市
民一人ひとりの環境意識を高めるための「気づき」
に繋がる事業を実施しました。私たちＪＣメン
バーをはじめ市民一人ひとりの今日からの「いま、
自らができること」への行動こそが世界の環境首
都を目指す市民意識変革の第一歩であることをあ
らためて感じさせられたことと、今回790世帯
（約6,000人）の方が参加頂きましたが環境問題
に対して行動へ移すことの難しさも同時に痛感し
ました。
㈳日本青年会議所2011年第60回全国会員
大会招致運動は、「誘致することが目的ではなく、
全国会員大会はわがまちのビジョン実現のために

なくてはならないものである。」私たちは未来の
命のために、わがまち北九州を「OMOIYARIの
心溢れる持続可能な社会」すなわち「ずっと住み
続けたいと思えるまち」へと創造していかなけれ
ばならない。その運動を北九州から日本へそして
世界へ。「仮に50年後の地球を想像し、未来に
耳を澄ましたときに、聞こえてくるものが大人に
なった子どもや孫たちの泣き叫ぶ声ではなく、笑
い声であるための運動を我々、北九州青年会議所
は目指し続けます。」という熱い思いを全国のＪ
Ｃメンバーへ発信させて頂きました。我々を取り
巻く環境問題を未来の子どもたちに残さないため
にも危機意識・問題意識・当事者意識をもって一
刻も早く行動へと移さなければならないことを深
く感じています。そして、何よりも私たちは、こ
れからも愛する家族や未来を担う子どもたちのた
めに、地域のために、そして、市民から地域から
求められる・必要とされる北九州ＪＣのために運
動を通じてわがまちの未来を創造していかなけれ
ばならないことを確認できました。

3. コミュニケーション豊かな社会を創造しよう
私たち大人一人ひとりがコミュニケーションの

大切さを自覚し、感受性豊かな子どもたちを育む
家族や地域の愛の輪を創り出すために、色々な事
業を通じて心と心の結びつきの大切さや地域に踏
み込んだ情報の受発信を行っていくことにチャレ
ンジしました。
「北九州人間力大賞2008」では、わがまちで
活躍する若者にスポットを当てまちづくり･ひと
づくりの取り組みを全国へ発信することや、共に
手を取り合い学ぶことで運動の輪を広げ、共に活
動していくことが今後のまちづくりに欠かせない
ものであり、各分野で地域に根ざして素晴らしい
活躍をしている青年と共にコミュニケーションを
図ることにより、明るい豊かな社会を創造できる
ことを感じました。
「第４回北九州ドリームサミット（以下KDS）」
では、第３回までの念願でありました市議会棟で
のKDS本会議を実施することにより、参加した
中学生たちの緊張感と真剣なまなざしを感じさせ
られました。５年後、10年後の北九州市の未来
のまちづくりについて力強く発言する姿には、約
５ヵ月間にわたり地域愛を高めながら参加した中
学生議員一人ひとりが家族や友人や先生そして、
地域の大人たちと接することで、コミュニケー
ション能力を養ってきたことを窺わせました。ま
た、中学生議員の手から北九州自治基本条例検討
委員会への提言書を提出させて頂きました。
市制45周年記念事業「第21回わっしょい

百万まつり」では、「愛120％　元気発進！北九州」
のテーマを掲げ、笑顔で元気に行動するメンバー
の行動力とチームワークで158万人を超える人々
で賑わう祭りを作り上げることができました。

4. 友情から世界平和へ繋げよう
韓国・仁川富平ＪＣとの「姉妹締結20周年記

念式典・懇親会」を両青年会議所の先輩方をお迎
えして盛大に開催しました。「友情」の積み重ね
により20周年の節目を迎え、お互いに喜びを感
じ合えました。また、今まで以上の交流を深めて
いくためには思いやりの心でお互いの国の文化や
歴史を尊重し合いながら、心と心が結び合える交
流事業へと昇華させ「未来を担う子どもたちのた
めになる交流事業」を視野に入れていくことを共
に確認し合いました。
台湾・台北ＪＣとの公式訪問や第39回 IFP

児童交換事業（インターナショナル・ファミリー
プロジェクト）では、お互いの国の文化や歴史に
触れる事業を通じて多くのメンバー同士が交流す
る機会により更なる友情を深めることができまし
た。厚い友情を築くことにより次年度のIFP第
40回記念事業への準備に繋ぐことができたと思
います。
1975年より姉妹締結をしているスリランカ・

ウェラワッタＪＣ創立35周年記念式典・懇親会
に参加し、お互いの距離を感じさせない友情の熱
い握手を交わすことができました。

結びに、私たちは「誰のために、何のために
ＪＣ運動」を邁進するのか。それは、正しく愛す
る家族や未来を担う子どもたちのために、この社
会を・わがまち北九州を「もっと住みやすいまち
にしていきたい」ひいては、それは自分のためで
もあるからだと思います。私は理事長所信の冒頭
に３つの問いを投げかけました。
「あなたを支えあなたを前進させる原動力は何
ですか。」
「今、私たちが改めて意識しなければいけない
ものは何ですか。」
「真に豊かな社会を実現するために必要なもの
は何ですか。」
すべての問いに対する答えは「愛」であります。
「愛こそが私たちを前進させる原動力である」
そのことを常に意識し、愛を行動へと移して一年
間共に力を合せて運動を展開してまいりました。
私たちの運動を通して一番大切なことは愛を原動
力に絶対にあきらめることなく、全力で挑戦して
いくことが何よりも重要に感じます。そして、私
たちが全力で挑戦するからこそ、多くの市民や団
体の方々から支援と協力を頂けます。多くの人々
を巻き込むことができるから、「我がまちを変え
ることができる」ことを学ばして頂いた一年間で
した。2008年度㈳北九州青年会議所運動にご理
解を頂き、多大なるご支援とご協力を賜りました
企業・行政・各団体をはじめ多くの皆さんに心よ
り深く感謝・御礼申し上げます。本当にありがと
うございました。
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１月15日㈫リーガロイヤルホテル

小倉にて、2008年度新年例会およ

び新年祝賀会を開催致しました。新

年例会では、飯野理事長より2008

年度のロムテーマ『「愛」～愛が溢

れる社会の実現に向けて～』と４つ

の運動方針が発表され、北九州ＪＣ

が進むべき方向性をメンバーへ向け

力強く宣言いたしました。また新年

祝賀会には、各方面から250名以

上の方々にお越しいただき、メン

バーを含め約470名が出席されま

した。理事長挨拶での「愛があるか

らこそ、私たちは力強く生きること

ができる。愛があるからこそ、まち

を変えることができる。愛が溢れ

る社会こそ真に豊かな社会である。」

という言葉は会場内の方の胸に刻み

込まれ、「明るい豊かな社会の実現」

を目指し新たなスタートを切りまし

た。

２月８日㈮北九州国際会議場にて、

２月度例会を開催致しました。講師

に㈱日本創造教育研究所代表取締役 

田舞徳太郎様をお迎えし「企業の理

念とそこに求められるリーダーシッ

プとは？」を演題にご講演いただ

き、公開例会として170名を超え

る多数の市民の方にもご参加いただ

きました。「人生で上手くいってい

る人間は学ぶことを習慣化し、お金

も時間も有効につかっている」との

言葉どおり、個人の能力の向上を図

り、自分に与えられた役割を身につ

けることによって、今後の青年会議

所活動や会社経営においてビジョン

を持って学ぶことの大切さを教えら

れた講演となりました。

４月９日㈬北九州国際会議場にて、

４月度例会を開催致しました。講師

に㈱日本政策投資銀行地域振興部審

議役またＪリーグの理事でもある傍

士銑太（ほうじせんた）様をお迎え

し「地域スポーツから北九州の未来

を創造しよう」をテーマにご講演い

ただきました。さまざまなプロス

ポーツチームによるまちづくりを通

じ、地域の力の大切さ、地域文化の

必要性、市民意識の変革など、多彩

な具体例を解りやすく紹介していた

新年例会・新年祝賀会 2月度例会（講師例会）

３月度例会（第一エリア合同例会） 4月度例会（講師例会）

㈱日本創造教育研究所　田舞 徳太郎氏
北九州ＪＣ理事長
飯野 一義君

㈳日本青年会議所
九州地区 福岡ブロック協議会
会長　藤木 智君

左 北九州ＪＣ
      理事長  飯野 一義 君

右 エリア BＪＣ I 副会頭
      ジャスティン・チュン君
     （韓国）

３月７日㈮ホテルクラウンパレス北

九州にて、九州地区福岡ブロック協

議会会長公式訪問第一エリア合同例

会として３月度例会が開催されまし

た。第一エリアとは福岡ブロック協

議会21青年会議所の中の豊前、美

夜古、北九州、ひびきの４つのＬＯ

Ｍから構成されるエリアで、各ＬＯ

Ｍの理事長挨拶では、それぞれの

2008年度基本方針が発表されまし

た。ブロックアワーでは、福岡ブロッ

ク協議会の基本方針が発表され、引

き続き、福岡ブロック協議会藤木会

長より㈳日本青年会議所の基本方針

の説明があり、「青年会議所は世の

中から本当に必要とされる活動をし

なければいけない」という熱い訴え

が会場内に響きわたりました。例会

後に行なわれた懇親会では近隣ＬＯ

Ｍとの親睦を深め、各ＬＯＭの方向

性を理解できる例会となりました。

だきました。また、Ｐ

ＲタイムではＪＣＩ副会

頭ジャスティン・チュン

君（韓国）が演台に立ち、

ＪＣＩの活動紹介やＡＳ

ＰＡＣのＰＲなどを致し

ました。
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５月９日㈮、2007年末から北九州

ＪＣなどが中心となって機能存続を

求める署名活動を行なった、九州厚

生年金会館ウェルシティ小倉にて５

月度例会を開催致しました。冒頭の

理事長挨拶では、存続運動にふれ、

「ピンチの時でも、あきらめず前進

していく気持ちこそが、新たな創造

を生みだす。」と話されました。ま

た、飯塚大火災について、我々にで

きることは飯塚のまちを活性化させ

るためにも全員で飯塚の福岡ブロッ

ク大会に参加することであると、メ

ンバーへ参加を呼びかけました。引

き続き行われた公益法人制度改革セ

ミナーでは、組織変革推進委員会が、

公益法人推進チームと一般法人推進

チームに別れ、ディベート（討論）

形式などを織り交ぜながら、それぞ

れのメリット、デメリットなどにつ

いてわかりやすく解説しました。

６月９日㈪北九州国際会議場にて、

６月度例会を開催致しました。環

境庁の主唱により６月の一ヵ月間

は「環境月間」として定められてい

るため、今回の例会は環境例会と題

し開催しました。講師に㈱ウィンド

ファーム代表の中村隆市様をお招き

し「いま私にできること」をテーマ

にご講演いただき、多くの市民の方

にもご参加いただきました。講演で

は、自らの体験談をはじめ、92年

リオ地球サミットでのセヴァン・ス

ズキ氏のスピーチや南米の先住民に

伝わる物語「ハチドリのひとしずく」

などをご紹介いただき、環境を考え

る上で私たちのやるべきことを再確

認し、多くの気づきを得ることがで

きた有意義な講演会となりました。

８月６日㈬門司港ホテルにて、８月

度例会を開催致しました。飯野理事

長の挨拶では、国の環境モデル都市

に北九州市が選定されたことの報告

がありました。選定基準として、大

幅な削減目標 (CO2)、先導性、モ

デル性、地域適応性、実現可能性、

持続性等があり、どの項目も市民と

企業と行政が協力していかなければ

達成できないこと、また我々の全国

会員大会の招致理念である、未来を

担う子供たちのために「ＯＭＯＩＹ

ＡＲＩ溢れる持続可能な社会の実現

に向けて」我々は行動していかなけ

ればならないことを強く発信しまし

た。通常総会では、2009年度理事

長予定者として松尾孝治君が選任さ

れ内定し、2009年度に向けて力強

い挨拶がありました。例会後の懇親

会では各委員会対抗の綱引きでチー

ムワークを競い合い、メンバーの笑

顔が溢れた懇親会となりました。

５月度例会（公益法人制度改革セミナー） 6月度例会（講師例会）

７月度例会・伝承アワー（ＡＬＬ ＪＣ ＤＡＹ） 8月度例会（リフレッシュ例会）

2009 年度理事長予定者 
松尾孝治君

７月９日㈬リーガロイヤルホテル小

倉にて、『ＡＬＬ ＪＣ ＤＡＹ 2008

～あなたに「愛」たい～』と題し、

７月度例会および伝承アワーを開催

致しました。７月度例会の理事長挨

拶では、７月３日に開催された全国

会員大会主管立候補現地調査および

対話集会において、全国大会運営会

議の皆様に「なぜ全国会員大会を開

催したいのか」「なぜ開催しなけれ

ばならないのか」その思いを力強く

伝えることができたという報告が行

われました。伝承アワーでは歴代の

ＪＣ宣言朗読を行い、北九州ＪＣシ

ニアクラブ代表世話人小嶋一碩先輩

より激励の言葉をいただきました。

最後に『若い我等』を全員で斉唱し

会場が一つとなり、ＯＢの先輩方と

の親睦を深めることができました。

また、例会前には役員選考委員選挙

が実施され19名のメンバーが選任

されました。

専務理事 宝亀 達也君㈱ウィンドファーム代表 中村 隆市氏

北九州ＪＣシニアクラブ
代表世話人 小嶋一碩先輩
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９月９日㈫ホテルクラウンパレス

小倉にて、北九州ＪＣメンバーの

100％出席を目標に９月度例会を

開催致しました。残念ながら目標

にはあと一歩及びませんでしたが、

93％という高い出席率を残すこと

ができました。講演会では講師にフ

リーアナウンサーの梶原しげる様を

お招きし「最強のコミュニケーショ

ン能力を身につけろ！」を演題にご

講演いただきました。「コミュニケー

ション能力は才能ではなく学びとる

もの、そのためのモデルを探してよ

い部分を学ぶ事」とまとめていただ

き有意義な講演となりました。臨時

総会では理事選考委員会にて選出さ

れた2009年度役員候補者を承認

し、2009年度の体制が示されまし

た。

１０月７日㈫ホテルクラウンパレ

ス小倉にて、10月度例会を開催致

しました。北九州人間力大賞2008

表彰式が行なわれ、最優秀賞に輝い

た戸畑祇園大山笠の中村吉秀様をは

じめ、６名の優秀賞受賞者が表彰さ

れました。記念講演では、1999年

度㈳日本青年会

議所主催の人間力大賞受賞者で、登

山家の栗秋正寿様に「アラスカ垂

直と水平の旅」という演題でご講演

いただき、想像を絶するアラスカ冬

山の厳しさ、単独登頂の苦労や、大

自然の美しさなど貴重な体験談をお

話しいただきました。臨時総会では

2009年度監事をはじめとする役員

の承認、フォトコンテスト表彰式で

は４部門の受賞者の表彰を行ない、

また2009年度の委員長予定者に

よる、2009年度に向けた抱負の披

露など盛り沢山な内容の例会とな

りました。

9月度例会（講師例会・100％例会） 10月度例会（北九州人間力大賞表彰式・講師例会）

11月度例会（事業報告例会） 12月度例会（卒業例会）

11月10日㈪リーガロイヤルホテ

ル小倉にて、11月度例会を開催致

しました。全国会員大会浜松大会で

の理事会にて決定された全国大会誘

致の結果報告があり「本年度は誘致

に至りませんでしたが、2009年度

にしっかりとバトンを渡したい」と

飯野理事長が思いを述べました。ま

た、2008年度セネターズクラブ

認証式が行われ、藤原信行先輩、

末松一英先輩、吉田光慶先輩、現

役会員からは中柴崇直前理事長が

認定され、北九州ＪＣセネターズク

ラブ会長の富澤善和会長より、認定

証とバッジが授与されました。その

後の事業報告では、各委員会が１年

間行なってきた事業を振り返ると共

に、2009年度に向けての糧とする

ため、映像などを使用し趣向を凝ら

した報告が行なわれました。

9 月度例会講師 
梶原しげる氏

例会委員会　
委員長　
平原 潤君

北九州人間力大賞 2008 優秀賞 受賞者の方々

北九州ＪＣセネターズクラブ
富澤 善和会長 中柴 崇直前理事長

12月９日㈫リーガロイヤルホテル

小倉にて、12月度例会・卒業式を

開催致しました。飯野理事長は冒頭

の挨拶で『愛が溢れる社会の実現に

向けて』これからもメンバー一丸と

なって取り組んでいこうと呼びかけ

ました。また最後の監事講評となる

曽我部監事からは、さまざまな『出

愛』を与えてくれた北九州ＪＣとい

う組織に対しての感謝の念が語られ

ました。その後の卒業式では卒業生

である永猿会（43年会）メンバー

30名が、アポロ44号（44年会）

初代船長の堀口隆祐君と2007年

度理事長の中柴崇君からの心温まる

送辞に見送られ、それぞれの感慨を

胸にＪＣ卒業を迎えました。続く懇

親会では飯野理事長から2009年

度理事長予定者の松尾孝治君へプレ

ジデンシャルリースの伝達が行なわ

れ、『カタリスト』という言葉にこ

めた想いを力強く語りました。
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九州厚生年金会館機能
存続を求める市民運動
2005年、政府の年金福祉施設を

譲渡・廃止する政策決定を受け、本

市にある九州厚生年金会館も2008

年９月には廃止・売却が決定してい

ました。そこで、北九州ＪＣは65

の構成団体と連携し、1984年設立

以来、文化・芸能の発展や地域社会

の活性化に大きく貢献し、市民や企

業などの募金約２億円で設置された

パイプオルガンを備える同会館を何

とか残そうと、機能存続運動を始め

ました。2007年 12月に開始した

ecomana家族～
もったいないを合言葉に !
環境マナーコンテスト

１ヶ月間、節電にチャレンジ→翌

月の電気検針票と節電方法（ecoな知

恵）を応募！というコンテストを開

催いたしました。1,000世帯を超

える6,000名の方々に参加して頂

き、10月４日㈯エコライフステー

ジ（リバーウォーク北九州）で表

彰式を開催、家族が団結して取り

組んだ熱意や工夫に賞賛が贈られ

ました。このコンテストを通して

１ヶ月間で11,917kwh（オーブントー

スターで27万７千枚パンが焼けます）

の電気使用量が削減出来ました。この

節電活動を機に、CO2削減・自然環

境を守る事への関心をさらに高めて

頂き、今後も各家庭において継続され

る事を願います。

北九州人間力大賞2008

北九州在住で20歳から40歳ま

での独自に情熱を持ち、地域に根ざ

したまちづくり、ひとづくりをして

いる青年達を対象に行なわれた北九

州人間力大賞は、31名のエントリー

を頂きました。４月８日㈫に一次選

考会、次いで４月14日㈪の最終選

考会においては北橋健治審査委員長

を含む審査員の前でエントリー者本

人によるプレゼンテーションが行な

われました。その中から選ばれた優

K D S
北九州ドリームサミット 2008

北九州市内の中学生を対象とした

ＫＤＳは、これからの自分やこのま

ちに対しての真剣な思い、自信と誇

りをもって未来の北九州市を実社会

へ提言する場として2005年以降毎

年開催され、2008年で４年目とな

りました。2008年度の最終目標を

自治基本条例に提言す

ることとし、行政、市

議会、校長会をはじめ

とする関係者皆様方の

継続的なご協力により

㈳日本青年会議所
人間力大賞推進委員会
委員長　広本　 誠治君

41万人を超える署名活動、2008年

１月15日㈫、厚生労働省と健康保

険福祉施設整理機構(RFO)に陳情

訪問、２月11日㈪には同会館にて

『シンポジウム・チャリティーコン

サート』を開催、重渕

北九州商工会議所会頭

（実行委員長）より北九

州市に陳情書を手渡すこ

ととなりました。その後２月13日

㈬には北九州市の対応方針が発表さ

れ、会館を北九州市が購入する方向

へ協議していくことになりました。

これは実行委員会の運動そのものを

北九州市が全面的に受け入れた結果

となったものです。

財団法人 北九州
活性化協議会
もったいない総研
加来　典晴様

北九州市
環境局長
久鍋　和徳様

秀賞７名の方を㈳日本青年会議所の

「第22回人間力大賞」へもエント

リー。一次選考会で中村吉秀様が選

出されました。10月７日㈫にホテ

ルクラウンパレス小倉において開催

された「北九州人間力大賞2008表

彰式」では、前出の戸畑祇園大山笠

の中村吉秀様が最優秀賞を受賞し、

ほか６名の優秀賞受賞者の方々も表

彰されました。

５月31日㈯の準備会議からスター

トし、８月23日㈯の検討会議を経

て10月４日㈯本会議の開催に至り

ました。2008年の本会議は、関係

者皆様方の多大なるご協力、そして

過去３年にわたって継続してきた実

績をご理解いただき、「北九州市議

会棟」を会場とさせていただくこと

ができました。本会議で発表された

北九州市への提言案18議案はすべ

て満場一致で可決されました。

西川　京子
前厚生労働副大臣

舛添　要一
厚生労働大臣

中柴　崇
直前理事長
（実行委員会事務局長）

重渕　雅敏
北九州商工会議所会頭
（実行委員長）
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小倉祇園太鼓像清掃

７月５日㈯ＪＲ小倉駅ペデスト

リアンデッキにて、小倉祇園太鼓像

の清掃及び小倉駅周辺から小倉城ま

での清掃活動、ならびにわっしょい

百万夏まつりのＰＲとして団扇の配

布を行ないました。祇園太鼓像の清

掃や北九州市役所横の仁川富平ＪＣ

との友好の銅像の清掃活動を通し

て、北九州ＪＣのこれまでの地域活

動の歴史を学ぶ場として毎年実施し

ている事業です。

第21回わっしょい百万夏
まつり・第7回YOSAKOI
九州中国まつり

８月２日㈯・３日㈰に開催され

た「わっしょい百万夏まつり」は、

実行委員長である北九州ＪＣ理事長

飯野一義君の開会宣言で華々しくス

タートが切られました。北九州ＪＣ

メンバーはパレードの参加団体の受

付から運行すべてを担い、連携と結

束により予定通りの運行を進めるこ

とができました。市制45周年を記

念して例年を大幅に上回る北九州市

各区のまつり山車が参加した「夏ま

つり大集合」。メンバーはそれぞれ

ＪＣスクール2008

11月１日㈯・２日㈰、福岡県立

英彦山青年の家において一泊二日で

約50名の参加（入会３年未満のメ

ンバーが対象）をもって開催いたし

ました。一日目には、ＪＣＩユニバー

シティジャパンの公式トレーナーで

ある㈳長崎青年会議所現役メンバー

を講師に招き、ＪＣの基本的知識の

習得とこれからのＪＣ活動への積極

的な参加を目指し「ＶＭＶ」セミナー

やグループディスカッションを行な

いました。二日目は、標高1,200メー

トルの英彦山登山に挑戦し、脱落者

がでることなく参加者全員

で約２時間かけ山

頂まで登りき

りました。

わっしょいキレイにし隊

「わっしょい百万夏まつりを日本

一きれいな祭りにする」を合言葉に

1999年に生まれた「わっしょいキ

レイにし隊」は2008年で10回目

を迎えました。まつりの二日目、８

月３日㈰に行なわれたこの清掃活動

には個人で応募された中学生から社

会人の方、そして北九州ＪＣメン

バーを合わせ約200名が集まりま

した。清掃活動前には北九州市が目

到津の森公園イベント

10月５日㈰到津の森公園にて「ち

からの会」主催、アカデミー第２委

員会主管によりイベントを開催い

たしました。当日のイベント内容

は、働く車展示会・動物たちのバッ

クヤードツアー・チャリティーコ

の山車の山付きスタッフとして、ま

た見物客の安全確保のための沿道警

備として活躍しました。山車が増数

され、例年にも増して盛り上がりを

見せた中、大きなトラブルや事故が

なかったことが何よ

りうれしく、安堵感

と達成感を得ること

が出来ました。また、

６年目となるわっ

しょいＹＯＳＡＫＯ

Ｉ北九州も市制45

周年を記念し「ＹＯ

ＳＡＫＯＩ九州中国まつりin 北九

州」として開催され、全国各地から

約120チーム、6,000人以上の参

加者を迎え例年以上に盛り上がりを

みせました。

ンサート・古武術演舞会・スポーツ

チャンバラ大会・チャリティーバ

ザー・園内宝探しアドベンチャー等、

盛りだくさんで行ないました。「働

く車展示会」では消防車、高所作業

車の空中体験コーナー、九州工業大

学の協力によるフォーミュラカーの

展示、またＮＨＫの中継車の展示に

より実際にテレビ放映もされ

ました。当日はあいにくの雨

でしたが、チャリティーコン

サートでは「動物のエサ代」

として計43,211円の募金を

頂きました。

指している「世界の環境首都」につ

いてもＰＲを行ないました。2008

年度の「わっしょいキレイにし隊」

では清掃活動に加え、

「ゴミを捨てない、出さ

ない、持ち帰る」のＰ

Ｒ活動も併せて行ない、

まつり参加者へのゴミ

袋の配布も実施いたし

ました。
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公益法人制度改革セミナー
５月度例会時に開催しました公益

法人制度改革セミナーでは、公益法

人推進チームと一般法人推進チーム

に別れ、ディベートなどを織り交ぜ

ながら、それぞれのメリット、デメ

リットなどについてわかりやすく解

説しました。11月 18日㈫に開催

しましたセミナーでは「公益社団法

ＪＣコミュニケーション
パーティー(Jコン )
北九州ＪＣ会員との出会いを大切

にした気軽な親睦会（入会説明会有）

を毎月開催しています。青年会議所

の存在意義やＪＣ運動・活動の必要

性に広く興味を持っていただき基礎

知識の研究と共に青年会議所運動を

理解して頂く最初の場としてご利用

頂いています。

第5回青少年健全育成　
北九州オープンプロ・アマ
チャリティゴルフコンペ

３月27日㈭若松ゴルフ倶楽部に

て開催されたこの大会では、北九州

ＪＣの「地域の活性化・青少年健全

育成」を目的とした事業の取り組み

にご理解をいただいた宮里優作プロ

をはじめ多くのプロの方 、々ＪＣのＯ

Ｂや地域財界の方 に々ご参加頂きま

した。コンペ後プロより多くの商品を

ご提供頂きチャリティオークションを

開催。集まった収益金を北九州ＪＣ

第5回創立記念カップゴルフコンペ

７月９日㈬九州ゴルフ倶楽部八幡

コースにて、『ALL ＪＣ DAY2008

～あなたに「愛」たい～』の一環とし

てＯＢメンバーと現役メンバーの懇親

を図り、交流を深めることを目的とし

て開催致しました。多くの皆様にご

参加頂き、14組で盛大に開催するこ

とが出来ました。ゴルフを通じて現

役メンバーとＯＢメンバーとの交流を

深める素晴らしい機会となりました。

㈳貝塚青年会議所友好会議
１月20日㈰京都会議終了後、ぱる

るプラザ京都にて㈳貝塚青年会議所

とのシスター会議が行なわれ、オブ

ザーバーとして㈳大阪青年会議所が

参加されました。2008年度のメンバー

紹介に始まり、台北市國際青年商會

との交流スケジュールの確認や、事業

に関する問題点、今後の取り組みに

ついて熱い議論が交わされました。

台北ＪＣ公式訪問
 4月台北ＪＣ→北九州ＪＣ
10月北九州ＪＣ→台北ＪＣ

４月11日㈮から13日㈰の３日間に

わたり、台北市國際青年商會（以下、

台北ＪＣ）が北九州ＪＣ公式訪問で来

訪されました。シスター会議開催後の

ウェルカムパーティでは、言葉の垣根

を越えたイベントで大いに盛り上がりま

した。また皿倉山山頂から北九州市

全域を展望し、その後小倉城庭園で

の花見となりました。10月17日㈮か

ら19日㈰には台北ＪＣへの公式訪問

が行なわれました。シスター会議では、

2009年が IFP40回記念事業となる

第39回 IFP児童交換事業
８月７日㈭から12日㈫までの５

泊６日、台北の地でＩＦＰ児童交換

事業が行なわれました。ホームステ

イ先の家族との初対面時に

は、子どもたちは期待と不

安の顔をしていました。し

かし、言葉も通じないはず

の受入れ家庭とも徐々に打

ち解け、本当に深い国際交流が出来

ているように見えました。言葉も文

化も違う家庭に入り、相手のことを

理解し、自分の思いを伝えることは

参加した子どもたちにとって一生の

仁川富平ＪＣ公式訪問
姉妹ＪＣ締結20周年記念式典
８月１日㈮から３日㈰の３日間に

わたり、韓国から姉妹ＪＣの仁川富

平ＪＣが北九州ＪＣ公式訪問で来訪

されました。今回のメインは姉妹締

結20周年を祝う『姉妹締結20周

年記念式典・懇親会』で、今までの

両青年会議所の歴史とこれから先も

友情が続くことを確認する事が出来

ました。またこの式典に先駆けて開

催されたシスター会議においては、

北九州ＪＣが仁川富平ＪＣを訪問す

る秋の公式訪問の際の、子供たちの

交流について話し合いました。

人格取得への道」と題し、飯野理事

長及び2009年度理事長予定者の松

尾孝治君が公益社団法人格取得にむ

かった組織の方向性を明確に講演致

しました。これにより、ＪＣの力を

時流に沿って進化させ、より公益性

の高い団体となるための公益社団法

人格取得を完全に視野に入れた内容

のセミナーとなりました。

ため、更なる発展を願い、活発な意

見交換が出来ました。台北ＪＣ、北

九州ＪＣ双方がお互い「おもてなしの

心」をもって出迎える国際交流。英

語や中国語が話せなくても友情を育

むのに言葉は必要ありませんでした。
ウェラワッタＪＣ公式訪問
11月30日㈰～12月３日㈬の４日

間、1975年より姉妹ＪＣ友好締結を

行なっているスリランカ・ウェラワッタＪ

Ｃの創立35周年記念式典・懇親会

に飯野理事長と2007年卒業の松村

先輩が参加しました。スリランカ・ウェ

ラワッタＪＣとは、1979年に到津の

森公園の２頭の象（サリーとラン）寄

贈にご尽力頂いたという我 に々とって

は心温まる歴史があります。今回の

35周年記念式典では、ウェラワッタＪ

Ｃの先輩方やメンバーの温かいおもて

なしに1975年からの長い歴史と熱

い友情を再確認できる場となりました。

仁川富平ＪＣ公式訪問
11月21日㈮～23日㈰の３日間、

仁川富平ＪＣへの公式訪問が行なわ

れました。シスター会議では、仁川富

平ＪＣの方が好きな日本語は「我 は々

TOMODACHIだ」と話され、仁

川富平ＪＣと北九州ＪＣとの友情が確

実に受け継がれていると感じました。

が青少年健全育成事業を行ない、広

く市民に還元させていただきました。

中でかけがえのない貴重な体験が出

来たのではないでしょうか？

組織変革推進委員会 
委員長 大田　博史 君
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2011年度 第60回
全国会員大会招致運動

2007年よりスタートした全国会

員大会招致運動。2008年３月に日

本JC会館にて開催された全国会員

大会主管セミナーの報告会及び全国

会員大会招致運動についてのセミ

ナーを４月３日㈭北九州市立商工貿

易会館にて開催致しました。

５月24日㈯から25日㈰にかけ

て北九州ＪＣメンバー約30名で訪

れた現地調査・対話集会 in 那覇。

現地調査では、那覇の様々な特性、

歴史を盛り込んだ会場選定を学び、

対話集会では那覇ＪＣの第58回全

国会員大会那覇大会へ込める思いを

強く感じることが出来ました。大会

のテーマとなるキーワードは“ゆい

第23回「積木の箱」授与式

第23回公益信託北九州市青少年

健全育成基金「積木の箱」授与式を

２月29日㈮、ホテルクラウンパレ

ス小倉にて執り行ないました。「積

木の箱」とは1983年、北九州ＪＣ

が30周年の記念事業として始めた

もので、青少年の健全育成、非行防

止活動に取り組んでいる個人・団体

第22回日本ＪＣ
ノーサイドクラブ全国大会
５月24日㈯、北九州市八幡西区

の本城陸上競技場にて開催されまし

た。我が北九州ＪＣノーサイドク

ラブは2005年よりこの大会に参加

しており、2008年大会は名誉なこ

とに開催地として120名を超える

全国のＪＣラガーマンをお迎えす

ることができました。オープニング

ショーを北九州市立大学チアリー

ダー部に飾って頂いた後、７ＬＯＭ

で各２試合ずつ対戦し、2008年は

福岡ＪＣの優勝、北九州ＪＣは準優

北九州ＪＣ
理事長 飯野　一義 君

へ活動資金の助成、顕彰を行なうも

のです。今回は、８団体の公募があ

り運営委員会の審議の下、助成が決

定されました。授与式では、中柴運

営委員長の挨拶後、各授与団体代表

者との記念撮影が行なわれ、この助

成金が一人でも多くの青少年の健全

育成に役立たれることをお約束して

頂きました。

勝となりました。夜の懇親会では大

会表彰式の他、宮崎ＪＣものまね愛

好会さんによるアトラクションや、

ラガーマンのタフさを競うＬＯＭ対

抗「ラガリンピック４種競技」など

で大いに盛り上がりました。また、

福岡県出身である元日本代表選手の

森重隆氏もゲストとして駆けつけて

頂きました。

ま～る”。意味は「相互扶助の精神」。

７月３日㈭北九州ＪＣ全メンバー

で、㈳日本青年会議所全国大会運営

会議の調査団を「おもてなしの心」

で迎え入れ、

現地調査・対

話集会を通し

て、「世界の環

境首都を目指

す北九州」を

ＰＲすること

ができました。これは全国会員大会

招致運動の１年間を通じて、最も重

要なプレゼンテーションの機会の１

つでもあり、総勢200名を超える

大応援団のなか、北九州 JCの「誘

致基本理念」を中心に質疑応答が繰

り広げられました。

７月18日㈮サマーコンファレン

スが開催される横浜の地で㈳日本青

年会議所の理事会において、飯野理

事長が2011年度全国会員大会招致

についてのプレゼンテーションス

ピーチを行ないました。この理事会

には九州各地のＬ

ＯＭから多くのメ

ンバーがオブザー

ブ参加し、北九州

ＪＣだけではなく

九州ＪＣ全体の熱

い気持ちが日本青

年会議所理事構成メンバーをはじめ

とする全国のメンバーに伝わったの

ではないかと思います。サマーコン

ファレンス開催期間中において、北

九州ＪＣは北九州市の公害克服への

歴史と、北九州市と共に我々が目指

す「世界の環境首都」への過程に

ついて理解して頂く事を目的とした

ブース出展を行ないました。

10月10日㈮第57回全国会員大

会浜松大会期間中に開催された㈳日

本青年会議所理事会において北九

州 JCの２度目の全国会員大会主管

チャレンジの集大成となる飯野理事

長によるスピーチが約800人の全

国のＪＡＹＣＥＥを前に堂々と、そ

して感動的に発信されました。この

スピーチには、2007年の招致運動

からさらに進化した北九州ＪＣの未

来へのビジョンが凝縮されていま

す。残念ながら全国大会招致には至

りませんでしたが、このスピーチ終

了後の鳴り止まない拍手喝采は北九

州ＪＣが確実に成長していることを

物語っておりました。㈳日本青年会議所
全国大会運営会議の皆さま

北九州メディアドームにて
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京都市内において１月17日㈭から20

日㈰の４日間、㈳日本青年会議所2008

年度京都会議が開催され、北九州ＪＣから

は約100名のメンバーが参加いたしまし

た。会議場内では、事業の方向性の確認や

メンバー自身のスキルアップを目的とした

フォーラムや会議・セミナー等に積極的に

８月30日㈯から８月31日㈰の２日間、

「九州地区大会2008 in 八代」が熊本・八

代の地で盛大に開催され、「創造愛郷～広

がれ！人を思い、愛する郷土を思う心～」

をスローガンに、九州地区協議会77Ｌ

2008年で14回目の開催となるサマー

コンファレンスが７月19日㈯・20日㈰の

２日間、「気高き日本」創造へのコミットメ

ント！～市民の活力（ちから）が地域を創

る、ローカルコミュニティーの復活！～」と

ザ・プリンスパークタワー東京におい

て７月６日㈰、2008年度で22回目を迎

える「人間力大賞」式典・祝賀会が盛大に

開催されました。「人間力大賞」とは、20

歳から40歳までの、日本あるいは世界の

国々で科学技術、医療・福祉、文化芸術、

国際交流・協力、環境、スポーツ、教育、

まちづくり等の活動を積極果敢に実践して

いる「故郷（くに）を愛する思い」や「人

類（ひと）を愛する思い」を持つ模範的資

質を発揮した人間力溢れる光り輝く傑出し

た若者に対し、その栄誉を讃え全国に発信

する事業です。2008年度における「人間

唐津市民会館及び市内周辺において６

月７日㈯、第27回全国城下町シンポジウ

ム唐津大会が開催されました。「城下町シ

ンポジウム」とは、城下町という視点から

まちづくりを考えるために結成された、全

国城下町青年会議所連絡協議会（以下「全

城連」）の全国大会を指します。小倉城の

ある北九州ＪＣも「全城連」に加入してい

ます。その大会が2008年は佐賀県唐津

市にて開催され、開会式、メインフォーラ

ムと続き、エクスカーションは唐津の歴史

と文化や豊かな自然を感じさせられる内容

が用意され、大交流会ではライトアップさ

れた築城400年を迎える唐津城の下、さ

まざまな地域のメンバーの方々からたくさ

んのおもてなしを受けました。

大韓民国・釜山市内において５月28日

㈬から６月１日㈰の５日間、JCI-ASPAC

釜山大会が開催され、北九州ＪＣメンバー

約50名が参加しました。初日のインター

ナショナルナイトは、各国ＪＣがそれぞれ

趣向を凝らした出し物を用意し、釜山にア

那覇市内において５月24日㈯・25日

㈰の２日間、北九州ＪＣメンバー約30名

が那覇の対話集会に参加しました。気候の

違いに日本の広さを実感すると同時に、戦

闘機の並ぶ空港に、2009年度の全国会員

大会開催の意義の一部を感じることができ

ました。現地調査では、那覇の様々な特性、

問題点を盛り込んだ会場選定を学び、対話

参加するメンバーの姿を随所で見ることが

できました。愛が溢れる社会の実現に向け

て、北九州ＪＣの結束力と友情を更に深

めた会議となりました。

㈳日本青年会議所　
九州地区協議会　
総務渉外委員会　
中野　智実君

北九州ＪＣ　
理事長 
飯野　 一義 君

ＯＭのメンバーが集い交流を深めました。

「九州御当地検定」や「九州産業活性化セ

ミナー」などの各種セミナーや政治評論家

の三宅久之氏をお迎えしての「憲法タウン

ミーティング」、東国原宮崎県知事をお招

きしての「力強い九州創造フォーラム」な

どが開催され、多くの市民の方々も参加す

る公益性の高い充実した開催内容でした。

31日㈰の大会式典では、㈳八代青年会議

所から㈳福岡青年会議所へ友情の鍵が伝達

され、2009年度九州地区大会は福岡の地

にて開催されることになりました。

ジアが大集合したような国際色豊かなパー

ティとなりました。翌日は台北ＪＣとのシ

スター会議。会議には台北ＪＣの姉妹ＪＣ

が集まり、普段交流のない国のＪＣのメン

バーとも交流を深めることが出来ました。

このＪＣ I-ASPAC釜山大会を通じて、私

たちはこれからも姉妹ＪＣをはじめとする

世界中の皆さんに喜んでもらえる北九州Ｊ

Ｃでなければならないと強く感じました。

㈳日本青年会議所 
会頭 小田　與之彦君

いうテーマのもと横浜の地で開催さ

れました。このサマーコンファレンス

開催期間中において北九州ＪＣは、北

九州市の公害克服への歴史と、北九州

市と共に我々が目指す「世界の環境首

都」への過程について理解して頂く事を目

的としたブースの出展を行ないました。こ

のブースでは、かつて公害に見舞われた頃

の北九州の写真や、環境に配慮した商品開

発に取り組む地元企業の紹介、そしてこれ

までの北九州ＪＣの環境活動の紹介と今後

の北九州のビジョンについてのパネルの展

力大賞」は、『「気高き日本」の礎となる模

範的資質を発揮した方を発掘し更なる飛躍

につなげることで、主役として自立した市

民一人ひとりが主体的・自発的に参画でき

る社会の実現、ローカルコミュニティーを

復活する「人間力大賞」事業』という位置

付けとなりました。

示をいたしました。また北九州に関するア

ンケートを実施し、回答者には北九州ＪＣ

オリジナルＭＹ箸と北九州に関するグッズ

をプレゼントする企画も行ないました。事

前に用意した400膳のＭＹ箸はお昼過ぎに

はすべて無くなり、環境に対する関心の高

さを改めて実感する事が出来ました。

集会では那覇ＪＣの第58回全国会員大会

那覇大会へ込める強い思いが、我々北九州

ＪＣメンバーにも伝わりました。



2008年度日本青年会議所事業

福岡ブロック協議会

福岡リーセントホテルにおいて２月23

日㈯、㈳日本青年会議所九州地区福岡ブ

ロック協議会アカデミーグループの第26

期開校式が開催されました。講演会では、

㈳日本青年会議所の安里繁信副会頭より青

年会議所活動を通しての様々な出会いや体

験によりＪＣメンバーとして、更に１人の

人間として飛躍的に成長していった波乱万

丈の道のりを熱く語って頂きました。講演

後の質疑応答においても厳しさの中にも

温かさのある回答をして頂きました。今回

はブロックアカデミー最初の全体事業でも

あり、「感謝」をテーマに新しい仲間たち

と共に協力して行ないました。１年間のブ

ロックアカデミー活動のスタートに相応し

い盛大な開校式となりました。

４月12日㈯・13日㈰の２日間、田川

の地において福岡ブロック協議会アカデ

ミーグループ第２回全体事業『～使命感～

アカデミー塾！2008』を盛大に執り行な

いました。今回は講演～交流～研修と３つ

のセクションに分け、1日目には源じいの

森にて講演会及び全体交流会を開催、２日

６月28日㈯、29日㈰の２日間、鹿児島

県内において福岡ブロック協議会アカデ

ミーグループ第３回全体事業『アカデミー

スクール2008』が行われました。東京ブ

ロック協議会の全体事業「鹿児島研修」へ福

岡ブロックアカデミーに参加協力の依頼が

あり、その後輪が広がり大分ブロック、宮崎

ブロック、熊本ブロック、佐賀ブロック、鹿

児島ブロックが参加する大規模なものとな

りました。知覧特攻平和会館・ホタル館で

は、太平洋戦争末期に特攻隊員として戦死

された方々の遺影、遺書、手紙などの展示品

を見学し、「若き特攻隊員」をテーマとした

お話では、先人達が命を投げ出して愛する

国や家族を守った熱き心、生き様を肌で感

じることができました。福岡ブロックで推

進されている『OTONANOSENAKA』運動

と東京ブロックの『覚悟の伝承』をテーマと

したグループディスカッションが行われ、

メンバー同士が深く学び合い、また同じ志

を持って活動する他ＬＯＭのメンバーの活

動内容やそれぞれの土地の

歴史や文化を知るきっか

けとなりました。

９月14日㈰北九州メディアドームにて、

福岡ブロック協議会アカデミーグループ第

４回全体事業「友情」を執り行ないました。

前半の講演会では講師に東福岡高校ラグ

ビー部監督の谷崎重幸様をお招きし、感動

的なエピソードを語って頂きました。後半

は第１委員会から第５委員会までタグラグ

ビーによる総当り戦を行ない、各委員会の

チームワークの向上が深い友情へと繋がっ   

      た有意義な事業となりました。

11月２日㈰大牟田の地において、福岡

ブロック協議会アカデミーグループ第５回

全体事業「出発祭」（閉校式）が行われま

した。第５委員会の担当でしたが、アカデ

ミーメンバー全員で参画し、何も無いとこ

ろから皆で造りあげ、そこから新たなとこ

ろへ「旅立つ」という「出発祭」にしよう

いうことで取り組みました。2008年度福

岡ブロックアカデミーでは「ベストを尽く

す人」を目標に「感謝」「使命感」「感動」

「友情」「旅立ち」の５つのテーマのもと事

業を行ないました。北九州ＪＣから出向し

たメンバー達は、１年間の活動を通して学

んだことをＬＯＭへと持ち帰り、今後大き

く成長することでしょう。

11月４日㈫から９日㈰の６日間、第63

回ＪＣI世界会議がインドの首都、ニュー

デリーにて開催されました。大会初日の日

本ＪＣ結団式には、北九州ＪＣから飯野理

事長をはじめ富澤義和先輩にも御出席を

頂きました。その後、開会式が同会場にて

開催され各国から集まったＪＣIメンバー

が一堂に会いしての盛大なものとなりま

2008年度第57回全国会員大会浜松大会

が10月９日㈭から12日㈰の４日間にわた

り、大会テーマ「ローカルコミュニティー復

活！～JAYCEEの活力が「気高き日本」へと

導く～のもと「やらまいか！日本！～気高

きこの国の未来のために～」を大会スロー

ガンに静岡県浜松市において開催されま

した。第60回全国会員大会招致という担い

のもと北九州ＪＣは飯野理事長をはじめ

とする約70名のメンバーで全国会員大会

に参加いたしました。アワードセレモニー

では過去最多の274の事業申請が行われた

中、我が北九州ＪＣの「北九州ドリームサ

ミット」が賞こそ逃したもののノミネート

されるという栄誉をいただきました。また

メインフォーラムでは～ローカルコミュニ

ティーの復活が「気高き日本」を創造する～

をテーマに青年会議所の掲げる国家ビジョ

ンとアクションプラン2008の解説をした

後、内山副会頭をコーディネーターとする

パネリストとのディスカッションが行われ

ました。

北九州ＪＣ
理事長 飯野　一義 君

した。今回の世界会議の登録メンバーは総

勢約3,000名。そのうち日本からの参加は

なんと942名とのことでした。大会２日目

以降は、セミナーや諸会議等が各会場にて

行われました。今大会の総会では2010年

第65回ＪＣＩ世界会議が大阪に決定し、ア

ワードでは最優秀ＮＯＭとして日本ＪＣ

が、そして最優秀ＮＯＭ会頭賞として小田

会頭が受賞しました。

LOMナイトにて

５月11日㈰、飯塚の地にて「第36回

福岡ブロック会員大会～福岡のまごころ結

ぶ「愛」のまち～」が開催されました。大

会はNPO法人嘉穂劇場にて、口上による

趣き深い開会宣言で始まった記念式典を皮

切りに、メイン事業である飯塚本町商店

街での「ロールケーキ事業」や「大学へい

こう～出前講座～」、「学の夏休み 上映会」

等が行われました。また魚市場で行われた

大懇親会では、ＭＹ箸持参やリユース食器

の利用など「OTONANOSENAKA」運動が

反映され、北九州ＪＣメンバーはもちろん

目は会場を田川市民会館に移しＬＤ研修を

行ないました。

のこと、参加した全ての方々との絆を「結

ぶ」すばらしいものとなりました。
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「到津遊園地」に象がやって来た。

到津動物園のサリーとラン

1953年 小倉青年会議所設立総会並びに発表会
1954年 北九州五市青年会議所と改名
1959年 小倉青年会議所に改名。祇園太鼓像除幕式
1963年 北九州市のもと北九州青年会議所に改名
1968年 紫川浄化運動でJCIフィンランド賞
 最優秀賞受賞
1970年 社団法人北九州青年会議所創立
1973年 わっしょい百万夏まつりの前身
 第1回まつり北九州［ふるさと再発見］主催
1979年 スリランカより到津遊園へ子象贈呈
1980年 社団法人北九州国際研修協会［KITA］設立
1983年 30周年事業［積木の箱］募金活動開始
1984年 ［積木の箱］設立記念
 ［森繁久弥チャリティコンサート］
1985年 洋上スクール開催（新さくら丸）
1986年 ピッツバーグに研修視察団を派遣
 北九州活性化協議会設立に繋がる
1988年 第1回［わっしょい百万夏まつり］
1992年 ［JCI-ASPAC'92（アジア太平洋地域会議）］
1993年 40周年記念事業［地球市民スクール］
1994年 フィリピン・ナガ市へスクールバス寄贈のかけ橋
1995年 阪神・淡路大震災に際して
 ［リフレッシュキャンプ］等支援活動
1996年 グローバルハートサイズスクールでタイを訪問
 「わくわくワークショップ全国交流会」開催
1997年 各国代表のJCメンバーが集い
 「国際アカデミーin北九州」開催
1998年 映画「釣バカ日誌10」ロケ誘致
1999年 フロー型社会からストック型社会へ
 「エコエコ宣言」作成・発行
 「日本一キレイなまつり・まちを考える」
 わっしょいキレイにし隊
2000年 第29回福岡ブロック会員大会主催
2001年 新北九州空港シンポジウム
2002年 「到津の森」開園。動物サポーター支援
 祇園太鼓像移設記念式典開催
2003年 50周年記念事業　北九州未来予想図開催
 50周年記念式典・祝賀会開催
 提言書「ＮＥＸＴ５０」作成
2004年 長崎街道ウォーク開催
 ブランド推進協議会発足
2005年 第1回北九州ドリームサミット開催
 日本海峡フォーラム開催
 到津の夢・スマイルDAY開催
2006年 洞海湾「海開き」開催
 新九州五街道事業開催
 「Kids' ISO14000プログラム」北九州への導入
2007年 ローカル・マニフェスト型公開討論会の開催
 ㈳日本青年会議所2010年度
 　第59回全国会員大会招致運動 
 台北市國際青年商會創立50周年
 ALL JC DAY「魂の継承」の開催
 到津の森5周年記念イベントの開催
 恋文俳句の公募
2008年 「九州厚生年金会館の機能存続を求める市民運動」
 署名活動・シンポジウム・チャリティーコンサートの開催
 ㈳日本青年会議所2011年度
 　第60回全国会員大会招致運動
 北九州市環境大発会の開催
 北九州人間力大賞2008の開催
 ecomana家族・小学校の開催（環境マナーコンテスト）
 韓国・仁川富平青年会議所
 　姉妹締結20周年式典の開催
 第4回北九州ドリームサミットの開催
 （北九州自治基本条例検討委員会への提言書提出）
 ㈳北九州青年会議所ビジョン策定

北九州ＪＣ・主な出来事

昭和43年、北九州青年会議所は、｢紫川浄化運
動｣を提案しスタートさせた。この実施計画を発表
するなり、マスコミも大きな関心を示し、北九州市
や小倉北区役所が、市民とともに全面的に支援
することを約束。「心も川も美しく」をキャッチフ
レーズにした運動を、官公庁、民間諸団体、県･
市議会議員他に呼びかけ､ついには町内会員を
中心にした「紫川をきれいにする」市民運動推進
委員会を北九州ＪＣ主催で開き、ＪＣ運動から市
民運動へ展開していった。青年会議所会員も悪
臭にむせ返る、紫川・貴船橋下流のごみを泥んこ
になって拾った話は、今でも語り継がれている。以
降全市的に、川をきれいにする住民運動へとつ
ながっていった。昭和48年には市も参加して鮎
の稚魚5千匹を放流。60年には前年放流した鮎
２世が、海から上がってきているのを確認すること
ができたのである。

オイルショック以来、北九州の地域経済は回復
せず、低迷を続けていた。この状況の中で、いか
にすれば地域経済の恒久的浮揚が可能である
かとの議論が北九州青年会議所会員から湧き
起こり、昭和53年２月「北九州の産業経済を考
える会」が発足、一大市民集会へと発展した。そ
の市民集会の場で、当時の吉永正義理事長よ
り国際製鉄大学の建設・国際空港の設置、およ
び国際港の機能整備が提言され、その内、大学
構想提言が実学研修構想となり㈶北九州国際
技術協力協会（通称KITA：カイタ）発足の起源と
なった。KITAは、北九州市を産業技術交流都市
にすることにより、当市の持つ潜在的な工業技
術力を開発途上国の人々に伝え、それらの国々
と技術交流を行うことにより、当市の経済を浮揚
させる事を目的としている。またKITAは、途上国
研修員が北九州に滞在中、日本の文化・伝統・
習慣・歴史・考え方等を理解してもらうために各種
の国際親善交流プログラムも実施している。

平成10年までJR小倉駅前広場の中心に位置
し、待ち合わせ場所として知られていたこの像は、
北九州五市合併が決まり、それを待つ時期の昭
和34年、当時の小倉青年会議所が創立５周年
を記念して、｢地域の記念になるものを｣という小
倉駅長の希望もあり、祇園太鼓像を設置。モデ
ルは前年の祇園まつりで優勝した旭町子供会
で、高さ３ｍ､１辺15ｃｍの杭が小倉駅前広場の
中央に打ち込まれた。「意思･遺志に通ずる」とし
て各町内名を書いたたくさんの石を集め基礎とし
たため２５トンにもなった。除幕式は７月９日に行わ
れた。以来北九州青年会議所会員は、毎年６月
に祇園太鼓像の清掃と飾り付けを行い、それが
北九州の夏を告げる風物詩になっている。

昭和53年、北九州で唯一の動物園である「到津
遊園地」で、28年間子供たちのアイドルとして親
しまれてきたメスのインド象のタイ子が亡くなった。
何とかして後任を見つけたいところだったが、昭
和50年から自然保護をうたったワシントン条約に
より、象の入手が閉ざされていた。そこで到津遊
園地側より、北九州ＪＣに象誘致の要請があっ
た。親交が深かったスリランカのウエラワッタＪＣを
通じ、象誘致のさまざまな努力が行われた。その
努力が実り、過去10年間､例外的に、アメリカの
カーター大統領の令嬢に１頭プレゼントした以外
は、象の輸出を認めていなかったスリランカから、
２頭の子象を誘致することが実現した。

紫川浄化運動

KITAの研修生たち

ＫＩＴＡ 
㈶北九州国際技術協力協会

小倉祇園太鼓像建立

History
㈳北九州青年会議所
56年のあゆみ
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㈳北九州青年会議所56年の歩み



北九州ドリームサミット

Kids'ISO14000プログラム

「百万市民一人百円」をスローガンに募金

「まつり北九州」から
「わっしょい百万夏まつり」へ

第１回「まつり北九州」の盆踊り

まつり北九州

ピッツバーグルネサンスと北九州 公益信託北九州市青少年
健全育成基金「積木の箱」低迷する北九州市の経済をいかに活性化させる

か。北九州JCを取り巻くテーマであり、地域社会
からの期待でもあった。
折りしも昭和61年2月、NHK北九州が放映した
番組の中で、鉄都ピッツバーグの総合文化都市
への再生が紹介され、北九州JC内で同市につ
いての研究が始まった。同年９月、ピッツバーグル
ネサンスと呼ばれる都市再生運動を調査するた
め、北九州JCは視察団を同市へ派遣した。視察
団は、煙の街の面影もなく美しいゆとりある街並
みを目の当たりにし驚嘆した。その変貌の原動力
となったのが、産官学民が強いパートナーシップ
で結ばれたアレゲニー地域開発協議会であっ
た。これを中心として、市民自身が街を変えたので
ある。翌62年、北九州JCは内部の地域活性化
促進会議を発展的解消させ、「21世紀構想委員
会」「アピール北九州委員会」を発足させた。7月
には末吉市長を中心に一般市民も含む総勢
100名の大視察団が結成され、再びピッツバー
グへ向かった。その結果、商工会議所ほか多くの
団体・市民の結集により翌63年4月、北九州活
性化協議会設立委員会が発足した。そして同年
9月には、ピッツバーグのアレゲニー地域開発協
議会の北九州版である北九州活性化協議会
（KPEC）が設立されることとなった。

日本の少年非行は、１９５１年と１９６４年をピーク
に、１９７０年まで減少傾向にあったが、１９７７年
頃から急増して深刻な社会問題となっていた。北
九州市でもシンナー遊びや暴走族など非行問題
がクローズアップされていた。北九州ＪＣはこれま
でにも青少年健全育成関連事業に力を尽くして
きたが、非行防止の事業の難しさと切り口の困
難さを認識していた。しかし１９８３年その困難さを乗り越えてこそ、新しい事業を指示する北九州ＪＣ創立３０周年
の記念事業にふさわしいと考えた。「積木の箱」の趣旨を出来る限り多くの市民に知っていただき、協力していた
だきたいと考え、小さなお金をたくさんの方から集める募金活動を企画した。「１００円を百万市民から集めよう」す
なわち１億円を目標に募金活動を実施した。北九州ＪＣの全会員とその家族の参加による街頭募金を１９８４年
６月１０日、延べ１００回の目標を達成し５０００万円強が集まった。この年９月、「公益信託北九州市青少年健全
育成基金・積木の箱」が九州で初めての公益信託として許可された。以来２０年以上にもわたって「積木の箱」
は、非行防止活動や補導活動をされている方たちを資金の面から支え、青少年の健全育成に貢献している。

五市が合併し１０年、昭和４８年９月１日に始まった。西日本産業経済圏の中心になるはずの北九州は、そのころ
「経済大国」の流れから取り残され、どちらを向いても暗い話ばかりで、若者のいない町になろうとしていた。また､
いつまでたっても旧五市意識が抜けきれないと、誰もが感じていた時期でもあった。「五市のまつりを集めて、北
九州のまつりを見せたい。そうすれば五区の意識の解消にもなるのではないか」。の一言をヒントに新しい故郷
づくりはスタートした。それ以来､現在の「わっしょい百万夏まつり」に名称は変わったが､北九州市民のまつりと
して定着している。

10年後を見据えた北九州市のまちづくりを担う人材
を創造することを概念とし、中学校３年生の代表が10
年後の「このまちの未来」・「将来の夢」を真剣に考
え、夢未来物語を創りだし、そして、自分のいる地域社
会が「大切なもの」と捉え、地域社会への貢献を「しな
ければならないこと」から「したいこと」へ昇華させるこ
とを目的に２００５年に第１回北九州ドリームサミット（Ｋ
ＤＳ）が開催された。本会議当日、「ＫＤＳ議員宣言文」
を作成し、自分たちでできるまちづくりとして、「私たち
は『北九州』に住んでいて良かったと思うことができ、
北九州市民がもっとすてきな笑顔で安心して暮すこと
のできる『まち』をつくる」ことを目的に３つの宣言をし
た。そして２００６年には北九州市内中学校全７１校の
生徒１名ずつが参加し、体験を通じて知識を知恵に
昇華させることを重視し、第２回北九州ドリームサミット
が開催された。「国際」「地域」「環境」の３委員会に
分かれ、それぞれの委員会が委員会活動としてさまざ
まな実体験をし、その体験から感じたことを委員会内
で討議した。そして迎えた本会議当日。各委員会の代
表者が自分たちの委員会が策定した「北九州中学生
条例」を発表し、全会一致で審議可決された。この事
業を通じて、ＫＤＳ議員たちの友情はもちろんのこと、
中学校間の横の繋がり、さらには地域を越えた北九
州市全体の力をひとつに束ねる機会となった。

環境首都を目指す北九州市に必要な環境教育プログラムとして、Kids'ISO１４０００プログラムの普及活動およ
びインストラクター育成事業を行った。Kids'ISO１４０００プログラムとは、企業の環境認証システムであるＩＳＯ１４
０００プログラムを子ども用にアレンジしたもので、『（１）子どもがリーダーとなり家庭内で家族とともに実践できるこ
と（２）定期的に学校で進捗状況が確認でき、やりっぱなしになりにくいこと（３）自分なりの目標数値を定めること
ができ、実測定によってエネルギーの消費量を自分自身の目で確認できること（４）地域にインストラクターが存在
すれば、必要時にその都度的確なアドバイスを学校と連携して行えること（５）がんばった子どもたちには国連大
学・ＩＳＯからの認定証をもらうこと』ができることなど、さまざまなメリットがある。
２００６年度は福岡教育大附属小倉小学校、清水小学校、青山小学校、鞘ヶ谷小学校、陣山小学校、そして八
児小学校の６校３２１名の小学校５年生が入門編を受講する事になった。入門編のワークブック提出者が約２９
０名、そして希望者のみが受講した初級編は１００名以上の子どもたちがチャレンジした。６週間の日程を経て、初
級編のワークブックを修了した子どもは３８
名だった。１０％程度の合格率と言われて
いる初級編の国際認定者に１７名もの合
格者が誕生した。一方、インストラクターに
関しては３回のプログラム説明会および適
性検査を実施、その合格者を対象にイン
ストラクター講習会を開催。九州初のキッ
ズインストラクターが誕生した。
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JC

JC

JC JC

北九州JC
定款
諸規定集

入会希望者
調書

入会希望者
調書

（証明写真４枚）

仮入会者
カリキュラム
日程表

３ヶ月
スケジュール

仮入会者の
心構え・心得・
マナー

入会志望書

入会誓約書
日本JC

会員調査用紙

入会誓約書
日本JC

会員調査用紙

入会金

所定の会費

入会申込書
推薦書

入会志望書
入会申込書
推薦書

住民票
（区役所）

身分に関する
証明

（本籍地）

出席カード

出席カード

1 2

2

3 4 5

3 4 5

76

76

8

仮入会者
カリキュラム
日程表

8

9 10

入会を希望する方

JCを知ろう!［仮入会面談］

JCを体験しよう!［仮入会］

入会の手続きをしよう！［入会説明会］

仮入会カリキュラムの
初日までに
提出していただく書類。
仮入会カリキュラム受講内容
■月例会2回以上の出席
■青年会議所が開催する委員会または
　事業に、月をまたいで2回以上の出席
■入会担当委員会が開催する
　入会説明会の出席

入会説明会に
提出していただく書類。

理事会承認後に
提出いただく書類。

推薦者（正会員）

入会を希望する方

北九州青年会議所入会にあたつては、まず仮入会をしな
ければなりません。
入会希望者は仮入会に先立ち、北九州青年会議所正会
員である推薦者と面談し(仮入会面談)、青年会議所の主
旨と活動内容につき、充分に理解してください。仮入会面
談では、右記①～⑩の資料を受け取り、仮入会者の心構
えなどについて説明を受け、仮入会カリキュラム日程を決
定します。

仮入会面談で決められた仮入会カリキュラム日程を完了
する日までを仮入会期間といいます。仮入会者は青年会
議所についての基礎知識の研究と共に青年会議所運動
を理解していただく為、仮入会カリキュラムを受講し完了
しなければなりません。仮入会面談で決定したカリキュラ
ム日程に基づき、月例会(2回以上)、青年会議所が主催す
る委員会または事業(月をまたいで2回以上)に出席してく
ださい。カリキュラム日程通りに進行できない場合は、改め
て推薦者と相談の上、仮入会カリキュラム日程を調整し、
調整内容を入会担当委員会へ報告してください。

仮入会カリキュラムの中では入会担当委員会が仮入会者を対象とした入会説明会を毎月設けてい
ます。入会を希望する場合、入会に必要な右の書類に必要事項を記入・捺印し、住民票・身分に関す
る証明（証明書類取得に時間がかかる場合があります。充分余裕を持った取得申請を行ってくださ
い。）を用意して推薦者とともに入会説明会に出席してください。また入会の申し込みには原則として
正会員2名の推薦者が必要です。2名の推薦者が2名とも入会規定に定める資格を有していない場
合は資格を満たした正会員1名を加え、推薦者を3名としてください。

入会審査会の結果は入会審査会開催月度の理事会に
上申され審議されます。この理事会にて入会が承認され
ると事務局から入会金並びに所定の会費等負担金の
請求が本人に行われますので必要な書類とともに期限
内に提出・納付ください。

万全の心構えで！［入会審査会］

理事会にて入会が承認されると・・・

入会資格を総合的に審査し、入会の諾否を内定するための入会審査委員会を年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月に開催してい
ます。推薦者１名とともに決めらた日時に出席してください。なお入会審査の対象となる期間は、仮入会カリキュラムに参加した初日か
ら起算して2ヵ年以内となっています。この期間を過ぎて入会審査を受けることはできませんのでご注意ください。この期間を経過して
入会を希望する方は、再び推薦者より仮入会面談を受け仮入会してください。

入会を希望する方は左記
の書類を仮入会カリキュ
ラムの初日までに事務局
に提出してください。
入会希望者調書には証
明写真4枚を添付してくだ
さい。写真の裏には氏名
を記入し、写真1枚を調
書に貼付けてください。

推薦者（正会員）

入会を
希望する方

推薦者
（正会員）

［配布資料］

［提出書類］

［提出書類］

［提出書類］ ［納付事項］

青年会議所は「明るい豊かな社会」の
実現を同じ理想とし、次代の担い手た
る責任感をもった20歳から40歳まで
の指導者たらんとする青年の団体で
す。青年は人種、国籍、性別、職業、宗
教の区別なく、自由な個人の意志によ
りその居住する各都市の青年会議所
に入会できます。50年以上の歴史を
持つ日本の青年会議所運動は、めざ
ましい発展を続けておりますが、現在
700以上の地域に約40,000人の会員
を擁し、全国的運営の総合調整機関
として社団法人日本青年会議所が東
京にあります。全世界に及ぶこの青年
会議所の中枢は国際青年会議所です
が、100以上の国・地域に約20万人の
会員が国際的な連携をもって活動し
ています。社団法人日本青年会議所
の事業目標は「社会と人間の開発」で
す。その具体的事業としてわれわれは
市民の社会の一員として、市民の共
感を求め社会開発計画による日常活
動を展開し「自由」を基盤とした民主
的集団指導力の開発を押し進めてい
ます。さらに日本の独立と民主主義を
守り、自由経済体制の確立による豊か
な社会を創り出すため、市民運動の
先頭に立って進む団体、それが青年
会議所です。この青年会議所で得ら
れるものそれは、他では経験出来ない
事業や組織の運営そしてそれを遂行
するにあたっての修練・奉仕。そして
同じ目標に向い共に苦労した仲間た
ちが一生涯の宝となるようなメンバー
間の友情です。「まちづくり」「ひとづく
り」を40歳までの限られた時間の中、
私たちと一緒に力いっぱいの情熱を
青年会議所を通して北九州市に、日
本にそして世界に注いでみませんか？

青年会議所運動の趣旨に賛同し、
行動力がある青年を募集いたします。

　入会までのながれ
20歳から37歳までの方（昭和47年～昭和62年生まれまでの方）、勤務地ま
たは居住地が北九州地区の方は、社団法人北九州青年会議所への入会を
希望いただけます。
まずは以下の3つの活動と審査会にご参加ください。

ＪＣとの出会いの交流
「ＪＣコミュニケーションパーティ」への参加
青年会議所会員との出会いを大切にした身近な親睦会（入会説明会有
り）を開催しています。
青年会議所の存在意義やＪＣ運動・活動の必要性に広く興味を持って
いただき基礎知識の研究と共に青年会議所運動を理解していただく最
初の場です。

ＪＣ運動を通した交流親睦
「委員会」への参加
仮入会者として委員会または社団法人北九州青年会議所が開催する事
業に参画していただきます。
青年会議所運動・活動を直に体験していただき、その目標を遂行するま
での情熱を体感していただくことで生まれる会員交流を楽しんでくだ
さい。

月例会・懇親会での交流親睦
「例会」への参加
仮入会者として月例会に出席ください。
例会では世界・日本・地域の動向を青年会議所運動方針にしたがった理
事長挨拶をはじめ、著名経済人・有名人を講師にお招きしたりと多彩な
時間を過ごしていただけます。
300名近い会員と交流することができます。

「入会審査会」への参加
上記参加していただき、入会に必要な書類を事務局宛に持参もしくは
郵送してください。
審査を経て、当青年会議所理事会の承認を受けて正会員となります。
❶入会申込書  ❷入会希望者調査書  ❸会員調査用紙  ❹出席者カード
❺顔写真  ❻身元調査書（身分証明書1通と住民票1通）
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76
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カリキュラム
日程表

8

9 10

入会を希望する方

JCを知ろう!［仮入会面談］

JCを体験しよう!［仮入会］

入会の手続きをしよう！［入会説明会］

仮入会カリキュラムの
初日までに
提出していただく書類。
仮入会カリキュラム受講内容
■月例会2回以上の出席
■青年会議所が開催する委員会または
　事業に、月をまたいで2回以上の出席
■入会担当委員会が開催する
　入会説明会の出席

入会説明会に
提出していただく書類。

理事会承認後に
提出いただく書類。

推薦者（正会員）

入会を希望する方

北九州青年会議所入会にあたつては、まず仮入会をしな
ければなりません。
入会希望者は仮入会に先立ち、北九州青年会議所正会
員である推薦者と面談し(仮入会面談)、青年会議所の主
旨と活動内容につき、充分に理解してください。仮入会面
談では、右記①～⑩の資料を受け取り、仮入会者の心構
えなどについて説明を受け、仮入会カリキュラム日程を決
定します。

仮入会面談で決められた仮入会カリキュラム日程を完了
する日までを仮入会期間といいます。仮入会者は青年会
議所についての基礎知識の研究と共に青年会議所運動
を理解していただく為、仮入会カリキュラムを受講し完了
しなければなりません。仮入会面談で決定したカリキュラ
ム日程に基づき、月例会(2回以上)、青年会議所が主催す
る委員会または事業(月をまたいで2回以上)に出席してく
ださい。カリキュラム日程通りに進行できない場合は、改め
て推薦者と相談の上、仮入会カリキュラム日程を調整し、
調整内容を入会担当委員会へ報告してください。

仮入会カリキュラムの中では入会担当委員会が仮入会者を対象とした入会説明会を毎月設けてい
ます。入会を希望する場合、入会に必要な右の書類に必要事項を記入・捺印し、住民票・身分に関す
る証明（証明書類取得に時間がかかる場合があります。充分余裕を持った取得申請を行ってくださ
い。）を用意して推薦者とともに入会説明会に出席してください。また入会の申し込みには原則として
正会員2名の推薦者が必要です。2名の推薦者が2名とも入会規定に定める資格を有していない場
合は資格を満たした正会員1名を加え、推薦者を3名としてください。

入会審査会の結果は入会審査会開催月度の理事会に
上申され審議されます。この理事会にて入会が承認され
ると事務局から入会金並びに所定の会費等負担金の
請求が本人に行われますので必要な書類とともに期限
内に提出・納付ください。

万全の心構えで！［入会審査会］

理事会にて入会が承認されると・・・

入会資格を総合的に審査し、入会の諾否を内定するための入会審査委員会を年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月に開催してい
ます。推薦者１名とともに決めらた日時に出席してください。なお入会審査の対象となる期間は、仮入会カリキュラムに参加した初日か
ら起算して2ヵ年以内となっています。この期間を過ぎて入会審査を受けることはできませんのでご注意ください。この期間を経過して
入会を希望する方は、再び推薦者より仮入会面談を受け仮入会してください。

入会を希望する方は左記
の書類を仮入会カリキュ
ラムの初日までに事務局
に提出してください。
入会希望者調書には証
明写真4枚を添付してくだ
さい。写真の裏には氏名
を記入し、写真1枚を調
書に貼付けてください。

推薦者（正会員）

入会を
希望する方

推薦者
（正会員）

［配布資料］

［提出書類］

［提出書類］

［提出書類］ ［納付事項］
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赤瀬　　剛 ㈲エンタープライズ福岡
井上　知巳 井上食品㈱
浦木　隆代 家庭食彩ぼちぼち
大石　　茂 思恩（しおん）（真空管）
大串　清晴 ㈱anto.jp
岡本　興大 ㈱ドリームメーカーズ
尾川　幸二 ㈱ピュアラ
奥　　一茂 ㈲北里
奥　　道雄 ㈱オク
小野　卓爾 ㈱オーエンオー
角　　裕一 ㈱EMBODY
川端　康正 ㈲胡座
清永　東誉 ㈲うめ屋
久間　　猛 お茶の久屋
倉田　雅幸 極東ファディ㈱
坂本　和代 ㈲五和屋
末永　豪士 ㈲浜や
末松　雅之 ㈲オー・ジー・アイ セブンイレブン小倉馬借店
鈴木　秀樹 ㈲ＳＵＮプランニング
竹中　保之 ふく一別館　竹なか
壺山　貴生 ㈱龍園
寺本　　真 Bar HIDING
永田　康浩 ㈲Ｎ・Ｙ・フードサービス
中矢　　洋 ㈲トータルプランニングアクティブ
楢橋　礼子 ㈱楢橋商店
縄田　康秀 きくつぎ酒店
西村　　繁 西日本フードサービス㈱
濱田　公史 ㈲エンタープライズ福岡
原　美由紀 寿楽園
原田　昌憲 ㈲小僧寿し小倉東
平野真一郎 ㈱メリーメーカー
広本　誠治 ㈲ジェイ・ブイ・シー
藤原伸之介 ふく一
丸嶋　宗紀 ㈱丸島園
三浦　尚人 ｃｌｕｂ　Ｍａｒｉａ
宮熊　伸一 ㈲宮熊酒米穀店
棟久　裕文 ㈲イーストウッド
茂木　　一 ㈲千両
安田　　智 ㈱ヨシトミ
吉田　妃佐 紅光グループ
吉武　太志 ㈲インテンド

鮎川　学夫 ㈲ニュー大成
越口　茂樹 ㈱門司港ホテル
小嶋　　亮 ㈱千草
竹口　敬介 小倉ターミナルビル㈱
古海慎二郎 アルクイン黒崎
山邊　　剛 ㈱リーガロイヤルホテル小倉

小田原寛明 ㈲小田原興産
武智　　充 ㈱豊徳
中野　智実 ㈱新光

岩本　哲哉 ㈱パコラ
梅野　伸二 ㈱パナックスメディアプリンティング
大庭　　純 ｉｄｅａ
越智　芳浩 システムサポート
角　　裕一 ㈱EMBODY
桑原　一夫 ㈱ハーティブレーン
小金丸数嘉 よしみ工産㈱
小迫　美緒 ㈱ドゥーシェ
西藤誉志也 ㈲ケイエス企画
関　宏一郎 ㈱明治広告社
為近　賢二 ㈲アーム
登根慎一郎 ㈲アッシュ
友永　行紀 東洋紙業高速印刷㈱九州営業本部 北九州営業所
永富　幹盛 ㈲せい舎
本田　秀一 ㈱ＢＮＩ
宮崎　義一 ㈱ユースフル
村田　仁志 コアデザイン
元杭　由佳 ㈲トータルイベントプロモーション
森田　裕之 ㈱読売広告西部
矢野　大喜 ㈱朝日広告社
山賀　英生 ㈱ヤマガ
脇野　正裕 ㈱ワキノアートファクトリー・㈱トータルプロデュース

伊藤　敬一 日本エリアネットワーク㈱
井上　清隆 ㈱リズ・トーチク砂津店
加来　典崇 ㈱加来文機
片岡　俊洋 ファイバー福岡㈱
佐藤　良樹 ㈱カント
杉山　陽三 ㈱テクノネットワーク
東田中延幸 西日本電信電話㈱
吉武　太志 ＯＡセンター㈱
渡邉亜樹子 ㈱ジュネックDoIt! ステーション戸畑浅生通り店

井上　秀作 北九州市議会議員
井上　敏和 井上としかず後援会事務所
江頭　清輝 参議院議員自見庄三郎事務所
岡　　寿恵 下関税関支署
緒方林太郎 民主党福岡第９総支部
川端　耕一 北九州市議会議員
城井　　崇 民主党福岡県第１０区総支部
久保石真史 久保よしかず後援会
鷹木研一郎 北九州市議会議員
戸町　志穂 とまち武弘後援会
西川　裕樹 衆議院議員西川京子北九州事務所
松尾　統章 福岡県議会議員
三原　夏枝 三原ゆきひこ事務所
森　　浩明 北九州市議会議員

岩本　哲也 ㈲岩建設
武中　　誠 武中鉱産㈱
花田　英孝 花田商会
山中　祐樹 九州ヂャ二ターサービス㈱

平川浩太郎 平川産業㈱

田中　　淳 ㈱アーク

尾尻　憲一 鎮西門司港運送㈱
齋藤　紀之 八幡陸運㈱
鮫島　康弘 ㈱タイガートラベル
田中　寛子 イズミシッピング㈱九州営業所
中島　祐太 西鉄旅行㈱
西川　知子 ㈱マルニシ
福嶋　真一 日本交通産業㈱
吉田　幸正 紫苑タクシー㈲

阿納　　勉 阿納工匠
有永　圭亮 ㈲有永軌道工業
井上　清隆 ㈱リズ・トーチク砂津店
岩本　哲也 ㈲岩建設
池本　真一 ニホン・ドレン工業㈱福岡営業所
大坪　和貴 大坪塗装工業㈱
大山　正則 ㈱大山組
岡崎　　弘 岡崎商会
片岡　俊洋 エネルギー資源㈱
川副　誠司 ㈱九十九空調
岸本　秀康 ㈱セイワハウジング
木村　哲哉 ㈱キムラ商工
桑島清太郎 三共エアコン㈱
桑原　悠太 ㈱クワハラ
許斐　智夫 日石工業㈱・日石商事㈱
佐久間英定 ㈱佐久間産業
重永　裕子 ㈲重永建設
重廣　謙臣 ㈲石装  臣
隅田　圭祐 観己㈱
曽根　康仁 積水ハウス㈱
臺　　博吉 ㈱ダイ建設
竹内　陽平 ㈱泰平住建
谷口　　彰 ㈲ウテナ鈑金製作所
谷口　貴幸 ㈲常盤空調設備
利岡　英明 ㈱アースティック
中越　敏勝 ㈱パーフェクト
長澤　真純 ㈱ワン・オフ
中柴　　崇 ㈱中柴工務店
中西　貴雄 ㈱ワイズホーム
西方　彰浩 ㈱西方建設
野崎誠一郎 野崎機器工業㈱
花田　英孝 花田商会
濱田　龍介 ㈱タスク
原口　和也 原口建設㈱
東原　文久 東原クレーン工業㈱
平原　雄一 平原建設工業㈱
藤岡　隆博 藤岡建設㈱
藤永　高治 藤永産業㈱
藤永　佳宏 ㈱九州緑化建設
藤本　知秀 ㈲藤本建設
古森　健一 ㈱インテリア　フルモリ
堀口　隆祐 アール防災システム
前田　勇人 ㈱前田工務店
溝渕　浩太 ㈲大徳建設
安岡　　孝 ㈱安岡工務店
山内　　勉 ㈱山内工務店
山本　将大 ㈱山協工務店
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安東　崇夫 安東建築設計事務所
壹岐尾恵美 イキオ建築デザイン
米谷　雅弘 アーキスタジオ
権藤　雅大 権藤設計商店
杉野　友紀 ㈲杉野建築設計事務所
鈴木　崇正 ㈱スズキ設計
髙橋　雅彦 一級建築士事務所㈱髙橋雅彦造形工房
豊川　智彰 ㈱豊川設計事務所
長澤　真純 ㈱ワン・オフ
中條　雅文 アールエル建築デザイン事務所
濱田　龍介 ㈱タスク
鋲賀　潤二 鋲賀合同事務所

入田　泰宏 ㈲西部タイヤ
内川　英樹 ミスタータイヤマン内川㈲内川タイヤ
高田　英一 ㈲オートショップ光栄
時枝　智一 アーニーズブロス
野間　英毅 ㈲葛原自動車
三澤　佳弘 ㈲三沢商会
吉村　和久 ㈱よしむら自動車ガラス

有冨　　修 ㈲ライフクリエイト
安部　優治 ㈲エスピー企画
片山　正之 ㈱プラスアド
黒岩　宏樹 ㈱九州ブロス
白石　祥子 協同組合アクシス

有江　大輔 シャディサラダ館到津店
田代 カホル ㈲エンジェリック
松田　貴志 ㈱和光

荒木　健吾 ㈱荒木工作所
石川　利彦 福栄工業㈱
植田　　猛 ㈾岡崎製作所
川本　英泰 川本工業㈱
斉藤　勝亮 ㈱光一工業
福本　和弘 ㈱プランテック　㈱エフオート
矢野　晶照 ㈱ヤノテック
山下　浩毅 ミナト機工㈱
山本　和男 ㈱山本工作所

遠藤　秀暢 大九産業㈱
古賀　圭太 古賀電工
座小田和宏 ㈱座小田電気
平野真一郎 ㈲風電工
洞　　海修 ㈱ネットワークコミュニケーション
松尾　健一 松尾電工
溝畑　無我 溝畑電気設備

瓜生　資識 ㈲ハーベスト瓜生
岸本　秀康 ㈱セイワハウジング
小髙　　伸 ㈲ファーバン都市開発
重永　裕子 ㈱若松不動産
柴田　喜博 コーポＳＨＩＢＡＴＡ
髙宮　一壽 マルタカ産業㈱
田中　　淳 ㈱アーク
谷岡三四郎 ㈱丸玉
中村　克己 ㈱エスコン
原田　　圭 ㈲不動産のはらだ
広瀬　建策 ㈱タウン情報センター・㈱タウン・リフォームセンター
廣田　豊 ㈱不動産のデパートひろた
古海慎二郎 菅原不動産㈱
松永　優子 合名会社 松永不動産
道村　信仁 ㈱三ツ矢不動産
吉田　妃佐 紅光グループ
和田　克之 コンダクト㈱

泉　　尚人 イズミ貴金属細工
尾崎　誠司 ㈱卑弥呼
小林　康弘 ㈱小林時計店
篠原　元樹 ㈱シノハラ製作所
辻本　佳士 ㈱ツジモト工芸
徳丸　新哉 ㈱新美
中野　隆之 ㈱ナカノ　宝石・時計・メガネ ナカノ
早矢仕陽子 Total Beauty Ange
原田　昌憲 ブティックはないずみ
原田　明子 ㈲原田貴金属加工所
洞　　海修 ㈱ザザホラヤ
本田　秀一 ㈲ホンダＫＴプランニング
松浦　晃子 邦楽の店　渡辺
松原　雄三 ㈲コトブキジュエリー
山﨑　公裕 ㈱ソニア　㈱ネオコスメ

辰本誠一郎 ㈲小倉自動車学校
野中　裕人 城野自動車学校
仁木　一嘉 Diamondo  gym
力武　清人 ㈱おんが自動車学校
森　　達哉 ファイヤー森ボクシングジム

池尻　正道 宗教法人　教泉堂
石崎　信考 到津八幡神社
波多野道彦 仲宿八幡宮
藤上　良裕 宗教法人　浄教寺

角田　周一 ㈲中村組葬儀社
河内賢治郎 ㈱北九積善社
八尋加寿代 マインズピア誠善社　小倉斎場

大西　利枝 ㈲あおい
松成　七重 ふらわぁず
安田　洋教 やすだ花のいおり

杉田　英雄 ㈱コスモホームセキュリティ
木山　宏志 ㈱ケンビ
立川　雄一 ㈱西日本サニタリーセンター
野田　耕司 ㈱東洋美装エスジー
堀口　隆祐 アール防災システム
山中　祐樹 九州ヂャ二ターサービス㈱

仙敷　義和 ㈲信栄調剤薬局
鶴田　　孝 ㈱畑薬品
中山　裕三 ㈱中山
松尾　孝治 松尾薬品産業㈱
水上　直洋 メディカルドリーム㈱ タカラ薬局 江南
守田　　徹 ㈱くすりのフタバ
渡部　正信 ㈲魚町コンタクト

安倍　康之 ㈱エムピーエス
大田　博史 司法書士・土地家屋調査士 大田博史事務所
加納　誠士 税理士法人ＳＫＣ
柴田　正広 住田法律事務所
宗　　守浩 司法書士ロイヤー合同事務所
田中　雄一 田中雄一行政書士事務所
中島　敬介 中島敬介行政書士事務所
前田　　一 前田俊雄税理士事務所
村上　隆昭 ㈱村上経営研究所

石井　浩春 福岡ひびき信用金庫　到津支店
井上　　剛 アットマーク
井原　啓介 アリコジャパンＡＩＵ保険会社
上野　博子 日本生命北九州支社法人市場４課
小田　　剛 ㈱ウェル・アゲイン
木原　篤史 アクサ生命保険㈱
國﨑　公晶 ㈲夢ぷらん
窪田　智秀 プルデンシャル生命保険㈱
桑野　桂輔 東京海上日動火災保険㈱
澤田　朋秀 ㈲ベスト保険サービス
関　宏一郎 総合保険プランニング㈱
鷹野　秀史 アリコジャパンＡＩＵ保険会社
田中　寛子 イズミシッピング㈱九州営業所
辻　　利文 ㈱協和保険センター
得丸　清司 ㈱トゥ・プランナー
中川成一郎 ＡＩＧエジソン生命保険㈱
西村　耕平 アクサ生命保険㈱
萩尾　文貴 日本生命保険相互会社
眞島　裕信 ㈲北九州遠山
松永　　浩 ㈱スマイル保険サービス
山口　順子 日本生命保険相互会社

浮城　　稔 ㈱ウキシロケアセンター
尾崎　真一 医療法人おさき内科・呼吸器科クリニック
清水　克洋 清水整骨院
中村　秀敏 医療法人真鶴会　小倉第一病院
中村　泰士 いぶき整骨院
西田　　一 社会福祉法人　双葉会
野川　徳仁 医療法人財団池友会　小文字病院
広本　誠治 ㈲ジェイ・ブイ・シー
松井　　聡 社会福祉法人　鷹羽会
向野由岐子 ムクノ歯科医院

大屋　斉彦 ㈱ケンコーポレーション
白石　祥子 協同組合アクシス

濱根　宗司 ㈱イコール
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法人

The Creed of
Junior Chamber International

We believe:

JCI綱領

信仰は人生に意義と目的を与え

人類の同朋愛は国家の主権を超越し

正しい経済の発展は

自由経済社会を通じて最もよく達成され

政治は人によって左右されず

法によって運営されるべきものであり

人間の個性はこの世の至宝であり

人類への奉仕が人生最善の仕事である

我々はかく信じる；

That faith in God gives meaning
and purpose to human life,

That the brotherhood of man
transcends the sovereignty
of nations;

That economic justice can
best be won by free men
through free enterprise;

That goverment should be of
laws rather than of men;

That earth’s great treasure lies
in human personality;and

That service to humanity is
the best work of life.

www.kitakyushu-jc.jp
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