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今月号の対談は TOTO 相談役で
北九州商工会議所 会頭を務められる
重渕雅敏氏をゲストに
松尾理事長と語り合っていただきました

Matsuo
Koji

JC 運動の根幹はチャレンジ精神。
松尾

北九州商工会議所
を
州 ト。
北九 ルヒ
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日頃より重渕会頭をはじめ北九州商工
会議所の皆様方には多大なるご協力を頂きありがとうございます。
我々北九州 JC もお蔭様で今年 56 年目を迎えることができました。

重渕

毎年様々な方針や理念を打ち出し、テーマを持ってそれを確実にな
さっている JC の組織力、非常によく出来ているなと思います。我々
の組織力は北九州 JC に比べたらまだまだ弱いと思います。人数は
多いのですけれども、活動力はJCの方が強い。やはり若さですよね。

松尾

何事においても目標値をつくり、それに対して青年らしくとにかく
チャレンジしていこうというのが JC 運動の根幹ですし、我々世代
に一番求められているものだと思って活動しております。

「博多っ子」のように郷土愛を持った
「北九州っ子」が増えなければならない。
重渕

現代は本当に日本の将来のことを考えて政治を考える人
が少なくなっていると感じます。日本の政治がポピュリ
ズムに陥ってしまっているなどと言われておりますが、
だからこそこれからは地方の時代ということで、道州制
をはじめとし、地方の自治体が中心になってくると思う
のです。ですからJC には地方の自治体の良い政治、地方
の自治体の中に於ける良いリーダーが育っていくような
組織のベースになっていただきたいと考えております。
1 つは、例えば博多と北九州の違うところというと、北九
州市はもともと工業地帯ですから工業関係のサラリーマ
ンが多いですよね。ということは、北九州市出身ではない
様々な地域から来ている人が多いため、まちに対する郷
土愛というのが何となく薄い気がします。
「博多っ子」っ
て言うでしょ。博多の人はやはり生粋の「博多っ子」とい
える人が若い人も含めて多いのですよね。そういうこと
から考えると「北九州っ子」という人達がもっと増えなけ
ればならないと思います。北九州市は今、様々な意味で波
に乗っていると思うのです。だからこそ北九州市で育ち、
北九州市で就職し、そして JC のように北九州市のために
運動をする。そういった「北九州っ子」がこれから増えて
いったらいいなと思っております。そして、そういった人
達をたくさん集めて、北九州 JC のメンバー数をもっと増
やしていただきたいと思います。

松尾

我々 JC のメンバーでも、自分のまちのことにそれほど関
心を持っていない方もいたりします。JC 活動を通して、
自分自身が地域から生かされていることを実感し、だか
らこそこの地域の為に何かしなければいけないといった
精神を植え付けるのもまた JC 運動の極意であると思うの
です。そしてそれを踏まえた上で自分の周りにいる社員
や家族、友人にもそういった精神性を伝播していかなけ
ればいけない。それがまず我々のやるべきことだと思っ
ております。

北九州市の中で本当にまちのことを考え
若く行動力のある組織は JC をおいて他にない。
重渕

松尾

JC のメンバーの方々は、様々な会社の経営をされていたり、或いは
様々なまちづくりに関する運動をしたりと、完全に地元ベースに
なっていますよね。そういう面ではこの地元のために何かしようと
いう気持ちが非常に強く、素晴らしいことだと思います。私共の会
社（TOTO）の社員も JC の方々と同年代の方たくさんいますよ。で
も彼らが「北九州市のために !」と考えるかというと、TOTO のこと
は一生懸命考えるけれど、北九州市のことはあまり一生懸命考えな
いのですよね。そこで「自分たちの住むまちなのだから」と言って
も、
「また転勤でどこ行くか分かりませんから」。サラリーマンとは
そういうものですよ。私は北九州市の中で、本当にまちのことを考
える組織であり、しかも若く行動力のある組織というのは、やはり
JC をおいて他にないなと思います。そういう意味では、大変期待を
しておりますし、また色々お願いしたいと思っております。
ありがとうございます。実際に北九州全域を、全市的に網羅して活
動する団体はあまりないですね。そう考えると北九州 JC の役割と
いうものはかなり大きいでしょうし、古くは紫川の浄化運動や、
わっしょい百万夏まつりなど、JC があったからこそ実現できた「ま
ちづくり」の成功例も多々あります。JC の先輩方の業績や功績があ
るからこそ我々も様々な運動ができると日々実感しております。

※ JC…Junior Chamber の略。
（青年会議所）

会頭

そういったまちづくり等の運動に実際従事してみなければ、言
葉だけではなかなかやってみようという気にならないですよ
ね。JC 活動をやることによって、自分のまちについてもっと考
えなければならないなというようなことを感じるようになる
と思うのです。そういう意味で JC 活動がまちづくりのベース
になっているというのは、私共にとっても非常に心強い味方だ
と思います。

Matsuo
Koji
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全国大会の誘致に成功すれば、2012 年 10 月に
北九州市で 2 回の大きなコンベンションが開催される。

松尾

重渕

全国大会の開催が実現すれば、全国から多くの人が集まるわけ
ですから、北九州市のまちにおいて環境首都を形成する為にど
ういう取り組みをし、その中で JC がどのような役割を担って
いるかを皆様に伝えていけたらいいですね。そして、まちもそ
れまでの間にもっと良くしていかないといけませんね。

松尾

「北九州に
大会誘致が実現した暁には、全国の JC メンバーに、
行ってよかった」と思っていただけるようにしっかり準備して
参りますのでご協力宜しくお願いいたします。本日は貴重なお
時間、ご意見を頂きありがとうございました。

に
ページ 開予定!
ム
ー
ホ
文を公
対談全

Shigefuchi
Masatoshi

話は変わりますが、我々北九州 JC は 2012 年の（社）日本青年
会議所全国会員大会誘致を目指し頑張っております。3 年目の
今年こそ誘致決定できるよう、いま全力で運動をしているとこ
ろです。2012 年の 10 月は、全国商工会議所女性会連合会の全
国大会が開催されますよね。したがって我々の全国大会開催が
実現すれば、その年の 10 月、北九州市は 2 回も大きなコンベン
ションが開催されることになると思います。大会の成功に向け
て、JC も商工会議所も行政も、それぞれの得意分野を持ち寄っ
てやっていければ大きな効果が期待できますね。

談

州を ト。
北九 ルヒ
カタ

対

重渕

重渕 雅敏 1935 年 福岡県生まれ。九州大学工学部を卒業後、1958 年に東洋陶器

株式会社（現 TOTO 株式会社）に入社。取締役（1983 年）、常務取締役（1987 年）、

専務取締役（1992 年）、代表取締役副社長（1994 年）、代表取締役社長（1998 年）、
代表取締役会長（2003 年）を歴任後、2009 年 4 月より相談役。また、2004 年 11
月より北九州商工会議所会頭を務める。

福岡ブロック会員大会inひびき

開催日■6月14日（日）
会 場■芦屋競艇場

6月14日芦屋の地において 「第 37 回福岡ブロック会員大会〜愛響心〜

愛を心に響かせよう〜」が開催されました。
大会は芦屋競艇場にて行われ、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、その後、夢リアホールにてコメンテーターにルー大柴
氏を迎え、環境問題に関するメイン事業「第 15 回 ILOVE 遠賀川流域住民
交流会 INひびき」がパネルディスカッション形式により行われました。各
LOM 実施事業では北九州 JCの環境首都市民発信委員会のメンバーが「巻
き寿司」を配布するなど、北九州市のPRに努め地域の方々と交流を深めた
公益性の高い事業となりました。アワードセレモニーでは( 社 ) 飯塚青年会議
所の「いいづ菓子」が選ばれ、式典以外にも芦屋釜ツアーや砂浜の美術展
見学、エコ石鹸作り、ボート体験などの行事がありました。大懇親会終了時
の「OTONANOSENAKA」タイムでは全員で会場内の片づけを行ない、参
加した全ての方々との「心」がひとつになった、すばらしいものとなりました。
環境首都市民発信委員会

委員長

茂木 一

OTONAの米作り〜田植え編〜
開催日時■6月16日
（火）
［田植え］9：00〜［座談会］12：15〜

場所■小倉南区大字山本279番地1号

6月16日小倉南区大字山本において、
『OTONAの米作り〜田植
え編〜』を北九東部農業協同組合の協力のもと開催いたしました。
平日朝からの開始にも関わらず約 40 名のメンバーにご参加頂き、快
晴の中、皆汗をかきながら田植えに取り組みました。初めて田に入るメ
ンバーも多く、最初の一歩を躊躇う方もいましたが、徐々に泥の感触に
も慣れ、足の運び方も田植えを終える頃にはスムーズになっていまし
た。田植えの大変さを実感し、食べ物への感謝の気持ちをあらためて
感じた事業となりました。また、田植え終了後には座談会を開き、北九
州で取れたお米（大地米・減農薬減化学肥料）をおにぎりにして昼食
をとったあと、北九東部農業協同組合の青年部会・職員の方から、現
在の北九州農業事情を伺うなど活発な意見交換に繋がりました。
今後は8月に田の草取り、10月に稲刈り、12月には餅つきと事業は
続きますので、皆様方のご協力を宜しくお願い致します。
OTONANOSENAKA 推進委員会 幹事 瓜生 資識

※LOM
（ロム）…Local Organization Memberの略。
（国際青年会議所に属する各地会員会議所）
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ALL JC DAY 2009【7月度例会・伝承アワー・懇親会】

開催日時■7月3日
（金）
会場■リーガロイヤルホテル小倉
［役員選考委員選挙］17：00〜18：00［7月度例会］18：00〜18：40［伝承アワー・懇親会］19：00〜21：20

7月3日リーガロイヤルホテル小倉にて、
（社）北九州青年
会議所『ALL JC DAY 2009』が開催されました。
7月度例会後の伝承アワーでは、韓国の仁川富平 JCをお
『2009 年 8月某
招きし、歴代のJC 宣言朗読を行なった後、
日北九州のとある家族のお話』という演劇からドキュメンタ
リー映画『青空がほしい』のリメイク版の上映、
また、わっしょ
い百万夏まつりでの花火の打ち上げの際に発生する二酸化
炭素を各家庭のライトを消すことでオフセットしようという試
みを紹介、その後伊藤次郎先輩より、北九州 JCの先輩方が
取り組まれた『紫川浄化運動』をお話頂き、環境首都に因
んだ伝承アワーとなりました。懇親会においては、本年度北
九州 JC が推進する『OTONANOSENAKA 運動』として
マイ箸の使用や綺麗な飲食マナーにもご協力を頂き、
『ALL
JC DAY 2009』を通してOBの先輩方や仁川富平 JCとの
親睦を深める有意義な時間を過ごすことができました。
また、例会前には役員選考委員選挙が実施され 18 名の
メンバーが選任されました。
OTONANOSENAKA 推進委員会 幹事 瓜生 資識

仁川富平JC北九州公式訪問

開催日■7月3日（金）〜 5日（日）
場 所■北九州市内

7月3日〜 5日の3日間、姉妹 JCである韓国の仁川富平 JCから、
ユ・ジェギョン会長をはじめとする9 名のメンバーが北九州市へお
越しになりました。1988 年の姉妹締結より友情を育んで参りました
が、今年は21 年目となります。
初日は北九州市役所への表敬訪問を行い、行政からも我々の民
間交流に強い期待をされていると感じました。その後に行われたシ
スター会議では、今後の両 LOMの交流のあり方について意見を
交わしました。また本年は新たな試みとして、北九州 JCの創立記念
を祝う『ALL JC DAY 2009』へ参加いただき、特に「伝承アワー」
では、北九州 JCの歴史や、創始の精神を伝えることができたのでは
ないかと思います。2日目は北九州イノベーションギャラリーを訪問
し、北九州市の産業の歴史を感じていただくことができました。
海外の同じ志を持ったメンバーとの交流は、JC 運動の醍醐味の
ひとつです。秋には仁川富平 JC への公式訪問が予定されています。
多くのメンバーの参加をよろしくお願いします。
国際交流促進委員会

小田原 寛明

（社）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第3回全体事業

開催日■7月4日（土）
・5日（日）
場 所■小倉北区藍島

7月4日・5日、小倉北区藍島にてアカデミーグループ
第 3回全体事業「アクションキャンプ」が開催されました。

今年度のアカデミーグループのテーマである「知行合
一」の「合」を体感する為に、初日は現地にてウォーキン
グラリーや食料の現地調達また火起こしなどを行い、夜
はテントもなくブルーシートの上で寝袋に入り就寝。また
翌日は、清掃活動や花壇製作及び伐採作業などを行い、
非常に過酷ではあったものの、このキャンプの経験を通
してアカデミーグループの結束力がさらに高まった2日間
となりました。
福岡ブロック協議会 アカデミー第 3 委員会

谷口 彰
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松本清張生誕百年

記念事業・イベント開催中 !

北九州 JC は、ニューウェーブ北九州・到津の森公園をはじめ、

詳しくはホームページで

わがまち北九州を応援します。

ホームゲーム日程 18時 KICK OFF

月刊ニューウェーブ通信 http://newwave-k.co.jp/

私は、小学校から中学校までサッカークラブに所属し、朝から晩まで練習に明け暮れていま
した。サッカー（スポーツ）を通じて学んだことは、仕事や人生の中で大いに役立っています。
サッカーをやっていて良かったと思っている今日この頃、ニューウェーブ北九州と仕事をさせ
て頂くきっかけがあり、何かお役に立ちたいと思い、弊社の電車側面及び駅構内に応援看板
並びにニューウェーブ北九州支援飲料自販機を設置させて頂きました。
正直言いますと駅で業務を行っていると、電車を利用されるお客様からは
「ニューウェーブ北九州ってなに?」と聞かれます。
「Jリーグに近い北九州の
サッカーチームなんですよ!」とお客様に説明すると「そりゃ〜、応援しに
行かんと!」と言って頂けました。弊社を通じて、ニューウェーブ北九州を
知って頂けたと思うと、大変うれしいですね !
是非、Jリーグに昇格して頂き、北九州の地に明るい話題を振りまいて頂き
たいですね。
「頑張れ！ニューウェーブ北九州 !」
筑豊電気鉄道株式会社

電車事業部 運輸課 運輸係

&

http://www.seicho-100.com/

髙野 浩一 さん

8月 1日（土） VS 横河武蔵野 FC
8月15 日（土） VS ガイナーレ鳥取

■会 場 : 本城陸上競技場
（八幡西区御開4-16-1）
■入場料 : 大人 1,000円
（前売 800円）

ついに J2 昇格条件の 4 位に浮上 !!
順位

チーム名

1
2
3
4
5
6
7
8

SAGAWA SHIGA FC
横河武蔵野FC

勝点

ガイナーレ鳥取
ニューウェーブ北九州

Honda FC
MIOびわこ草津

アルテ高崎
ジェフリザーブズ

42
36
33
32
31
31
31
31

得失点

＋24
＋ 8
＋15
＋11
＋12
＋ 8
＋ 6
＋ 1

7月13日現在（全18チーム中、上位8位までを掲載）

夏休み夜間特別開園
8月の金土日と13日
（木）
Staff Column Event
Information ITOZU YORU ZOO 営業時間を（通常は17時閉園）
9時〜21時までに延長
園内「ふれあい動物園」が全面オープンしました ! 〜夜の動物園〜

去る7月18日に、平成 19 年度から工事を行っていた園内「ふれあい動物園」
が、全面的に新しくなってオープンしました。これまで、ヤギ・ロバ、レッサーパ
ンダ・アライグマと順次オープンしてきましたが、今回、ヤギ岩山、休憩所、プ
レーリードッグ舎等の完成をもって工事が終了しました。
ヤギ岩山では、高い所が好きなヤギの習性を引きだすため岩山に丸太を渡
し、その上を歩くヤギの姿をご覧いただけるほか、休憩所 1 階のウサ・モルハ
ウスでは、ウサギとモルモットとのふれあいを屋内でお楽しみいただけます。
また、この「ふれあい動物園」の愛称を8月末まで公募しています。
皆様には長い間ご迷惑をおかけしてまいりましたが、ますます快適で親しみや
すくなった新･ふれあい動物園を、どうぞよろしくお願いいたします!
到津の森公園 事業管理係

原 繭子 さん

・2日
（日）
8月1日（土）

夜だけの特別イベント多数開催 !
トラの宝探し
18:30〜18:40

夜のバックヤードツアー
19:00〜19:30

（先着40名・要整理券）

動物ここだけのお話
19:00〜19:15

ムササビの森ガイド
19:30〜19:50

花火と音楽のコラボレーション

星降る花火ファンタジー
8月22日
（土）
・23日
（日）
・29日
（土）
・30日
（日）
20：30〜20：40 芝生広場にて開催
入園料だけでご覧になれ、定員もございません
※イベントの内容は変更になる場合がございます。

http://www.kpfmmf.jp/zoo/

詳しくはHPで

8月のスケジュール

台北JC北九州公式訪問

日時■8月7日
（金）〜9日
（日）
会場■北九州市内
［ウエルカムパーティ］7日 19:00〜／ステーションホテル小倉

入場
公開討論会開催! 無料
日時
（火）
8月11日
18:00〜
衆議院議員総選挙

小倉城周辺・小文字通り及び勝山公園 等で開催

8月1日（土）主なスケジュール
わっしょいYOSAKOI北九州 11:00〜19:00
わっしょいこどもフェスティバル 13:00〜17:30
オープニングパレード
17:00〜18:00
オープニング式典
18:00〜18:30
夏まつり大集合
19:00〜21:00
8月2日（日）主なスケジュール
わっしょいキレイにし隊
17:00〜18:30
百万踊り
17:30〜20:25
百万まつりでライトダウン
20:25〜20:30
花火大会
20:30〜21:00

詳しくは

http://www.wasshoi.info/

受付17:30〜

会場 北九州市立男女共同参画センター

ムーブ 2F 大ホール

パネリスト

衆議院選挙 福岡10区 立候補予定者

コーディネーター

齋藤 貞之

北九州市立大学大学院
氏 マネジメント研究科 研究科長 教授

参加申込・チケット不要!10区以外の方も大歓迎!
［主催］社団法人 北九州青年会議所

OTONAの米作り 〜草取り & マイ箸作り〜

日時■8月8日
（土）
9:00〜12:00

会場■小倉南区大字山本

日時■8月8日
（土）
18:00〜

会場■北九州国際会議場

IFP児童交換事業40回記念式典
8月度例会（通常総会）

会場■北九州市立子どもの館
日時■8月10日
（月）18:30〜
［懇親会］21:00〜／井筒屋 黒崎店 ビアガーデン

北九州ドリームサミット 2009 本会議

日時■8月23日
（日）13:00〜14:55 会場■北九州市議会棟 本会議場

九州地区大会2009

in 福岡

日時■8月28日
（金）〜30日
（日）

会場■福岡国際会議場 他

［大懇親会］29日 18:00〜／福岡市役所前ふれあい広場

検索

ホームページで新着情報や活動報告を今すぐチェック！

ケータイからも
アクセスOK!

※機種により閲覧できないページや画像があります。

社団法人北九州青年会議所は、
2012年度 社団法人日本青年会議所 第61回全国会員大会の
誘致に向けて
「心をひとつ」にして運動を推進しています。

※ IFP…International Family Projectの略。台北 JCとの姉妹 JC 締結（1970 年）を期に始まった児童交換事業。毎年交互に訪問と受入を行い、今年は台北の児童訪問団が北九州を訪れホームステイする。

