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Kin Birei

社団法人北九州青年会議所 第57代理事長

松尾 孝治
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談

2月度例会にてご講演いただいた
金美齢氏をゲストに
わがまち北九州の未来について
松尾理事長と語り合っていただきました

Matsuo Koji

金

八幡は私の連れ合いの生まれ故郷。
だから特別な思い入れがある。

vol.01

JCが目指すビジョンは年を経ることに明確に。
ところで金さんは講演をされているので、やはりJCとも結構関
わりがあるのですか？
金
そうですね。実は私はJCとは仲がいいんですよ（笑）。
たしかJCとの出会いは2000年の京都会議だったと思います。
松尾 2000年ですか。ということは、
私のJC入会が2001年なので…。
金
私のほうが先輩ですね（笑）
。
でもその2000年頃からJCの方策が変わったと思う。以前は
「世
界平和」だとか、どちらかといえばビジョンが抽象的だったと
思うんだけど、あの年辺りから地に足がついてきたというか。
日本という国をこうしたいっていう具体的なビジョンになっ
てきた感じがしますね。
松尾 確かに、
私も日本JCが目指すビジョンは年を経ることに明確になっ
ていると感じます。

※ JC…Junior Chamberの略。
（青年会議所）

美 齢

時代を経験し、日本に留学してから台湾民主化運動に参加する。このため30年間以上も台
湾の土を踏むことができなかった。父親の葬儀にも参列できていない。
台湾の民主化が進んだ後、総統府国策顧問に就任（2000年〜2006年）するなどして、台湾
そして日本への強い影響力をもつようになる。
テレビ、書籍、講演などで見る筋金入りの"闘士"・"戦士"としての姿、そこには実体験から生
まれた確かな主張がある。その凛とした生き方は多くの人に勇気と元気を与えている。

松尾 まずは北九州の地へようこそ。
金
私、北九州は何度か来たことがあるんですよ。
松尾 そういえば、北九州の八幡にご親類がいるというお話をお聞き
したのですが？
金
そうなんです。実は、八幡は私の連れ合いの生まれ故郷で、彼は
小学校6年まで枝光に居たの。
元々は彼の両親が日本で勉強するために台湾から来てて、ずっ
と八幡にいたんですよ。それから子供は皆八幡で生まれて、彼
は10人兄弟の8番目。終戦後に台湾に引き揚げたんだけど、彼
にとっては八幡は生まれ故郷なものだから、特別な思い入れが
あるわけ。
私もずっと彼から色々と話を聞かされていたから。北九州は私
にとっても何か縁みたいなものを感じるんです。
松尾 私も生まれも育ちも八幡なので、狭いエリアの中で、こうした
ご縁があるのを大変嬉しく思います。

松尾

元 台 湾 総 統 府 国 策 顧 問
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1934年生まれ、台北出身、日本統治下の台湾で育ち、日本敗戦後国民党による台湾人弾圧

北九州のイメージは工業都市。
しかし、五市それぞれの特色の集合体が北九州。
松尾

さて、ここで金さんとも非常に縁のある、この北九州のイメー
ジをお聞きしたいのですが。
金
ずばり工業都市。やはり八幡製鉄所のイメージが強いですね。
それから、九州の最北端。
松尾 工業都市以外の顔がなかなか見えないまちと言われておりま
すが、旧五市合併の名残でそれぞれの地域の特色があり、そし
てその集合体がこの北九州市ということになります。
2009年度は北九州という地域アイデンティティの確立に向けて、
このまちの素晴らしさを市民が再認識するよう努めているので、
北九州は外部からはどのように見られているかが非常に気に
なります。

北九州JCの会員数は全国709LOMの中で5〜6番目。
それをもっと強調した方が良い。
金

まさか北九州がこんなに大きな都市だとはなかなか想像し難
いですよね。
九州というとどうしてもまず最初に浮かぶ大都市は福岡市で、
JCの会員も福岡JCが九州でダントツに一番多いという先入観
がある。私も意外でしたけど、北九州JCの会員が九州はおろか
全国的に見ても、会員数が多いのであれば、それをもっと強調
した方がいいと思います。
松尾 実際に全国709あるLOMの中で、北九州JCは会員数では上か
ら5〜6番目位に位置しています。どこも会員減少で苦しんでい
る状況で、我々北九州JCはそれだけの誇りを持っていいと思い
ます。

※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）

今年で3年目になる全国会員大会誘致運動。
松尾
金
松尾

発祥文化の多い北九州。オススメは小倉の焼うどん。

しかし余談ではありますが、北九州JCは日本最大の田舎LOM
だと内外から変な評価を頂いた時期がありました（笑）
。
え? どうしてですか?
いろんな意味でなかなか外に出ない。と言う事でしょうか。
なぜか内にこもって活動しているイメージが強いらしく、外部
からどんなことやっているのかが分かりづらいと。
例えるならば、
まるで炊飯ジャーのようですね。開けたら熱いが閉めるとショ
ボショボと…。
素晴らしい歴史と伝統があり、現役会員がすごい情熱を持って
北九州のために社会のために、まちづくりを行っているのに勿
体ない。だからどんどん発信していかなければならない。
そんな反省点も含め、2007年から日本青年会議所の全国会員
大会の誘致運動を開始し、今年で3年目になります。
そういった活動を通じて、積極的に外に目を向けるようになっ
てきて組織の雰囲気や会員の考え方もかなり変わりました。

松尾 実は北九州は発祥文化が栄えていまして、
例えば競輪・パンチパー
マ・商店街のアーケード・24時間営業のスーパー、そして特にイ
チオシなのが小倉の焼うどん（笑）。また、八幡は日本における
都市公民館の発祥地でもあります。
金
結構あるんですね。全然知らなかった。
松尾 また、北九州は女流俳人を生んだことでも知られていまして、
女流俳人の地位を確立したと言われる杉田久女や橋本多佳子
が有名です。
更には公害克服に多大なる貢献をした戸畑の婦人会の運動など、
女性が台頭し活躍してきた歴史を持つまちでもあるんです。
金
私、九州の女性好きなんですよ。男尊女卑と言われた時代も九
州の女性は強くて、情に厚くて。
でも、今日あなた方のお話を聞いていると、本当に郷土愛に満
ちている。誇りに満ち溢れている。
私の連れ合いもきっと同じ想いだったでしょうね。その想いを
胸にこれからも頑張ってください。
またお会いしましょう。
州を ト。
松尾 本日は貴重なご意見ありがとうございました。
北九 ルヒ
タ
またお会いできる日を楽しみにしております。
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北九州はこれだ！というものを発信する必要がある。

談

金

結局、北九州市って言われても、小倉の駅があるところという
のも理解できないし、合併して誕生したどちらかと言えば新し
い都市なので、やはり広く知られていない。
小倉や八幡は知られているけれど、北九州市という名称からは
なかなかイメージがしにくい。そういうことなんですよ。
松尾 我々自身も五市合併という歴史から、北九州市としてまだまだ
心からひとつになりきれていない部分もあると感じます。
まずは私たち北九州市民がひとつになり、外にこのまちを発信
していく必要があると考えております。
金
やはり北九州といえばこれだ、というのを作らなければならな
いと思います。
私たち古い人間は、
例えば小倉だったら無法松の一生、
八幡だっ
たら八幡製鉄所のようなそんなイメージが強い。もっと北九州
はこれだ！というのを発信する必要がありますね。

（社）日本青年会議所 九州地区福岡ブロック協議会

第27期アカデミー開校式
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開催日■2月15日
（日）
会 場■リーガロイヤルホテル小倉

2月15日リーガロイヤルホテル小倉にて、(社)日本青年会議所 九州地区 福岡ブロッ
ク協議会 第27期アカデミー開校式が行われました。開校式に先立ってアカデミー
のメンバーによるグループセレモニーが行われ、続いてブロック出発式、その後会
場を移動して開校式へと続きました。
開校式のオープニングではアカデミーメンバーと出向者支援のため各 LOM から
集まった多くのメンバーの前で、子どもたちとは思えないような迫力に満ちた二丈
絆太鼓の演奏が行われました。続いて行われた ( 社 ) 日本青年会議所第 58 代会頭安
里繁信君の講演では、熱い思いと人柄が伝わってくる話に引き込まれ、目頭を熱く
するメンバーも多々見受けられました。講演終了後は懇親会が行われ、和やかな雰
囲気で時間が過ぎて行く中、後半になるとアカデミーの各委員会が準備した出し物
で盛り上がりを見せ、会場全体が一つになって湧き上がっているようでした。
実際に参加してみて青年会議所とは？ブロックとは？ということが少しずつ分り
始めた1日となりました。
アカデミー第１委員会

年度 更新中
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※機種により閲覧できない
ページや画像がございます。

濱根 宗司
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公益信託 北九州市青少年健全育成基金

第24回「積木の箱」授与式

開催日■2月18日
（水）
会 場■ホテルクラウンパレス小倉

2月18日ホテルクラウンパレス小倉にて、公益信託北九州青少年健全育成基金 第24回「積
木の箱」授与式が執り行われました。 「積木の箱」とは1984年9月に九州では初めての公
益信託として設立され、以降20年にわたって、非行防止活動や補導活動に取り組んでいる
個人・団体へ活動資金の助成、顕彰を行うものです。24回目となる今回は、5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、運営委員長である飯野一義直前理事長の挨拶の後、NPO法人ひらおだい自然塾、
こどもの性と命のコミュティ、足立中学校区青少年育成連絡協議会、聖小崎ホーム、到津の
森ちからの会の代表者様方から活動内容等についての紹介がありました。今後も「積木の箱」
に携わっていくなかでこの運動をもっと広める活動を行っていきたいと思います。
アカデミー第３委員会

アポロ44号厄払い

安田

智

開催日■2月19日
（木）
会 場■菅原神社

2月19日、小倉北区の菅原神社にて平原雄一会長率いる犬翔会（昭和45年生まれの会）
メンバー主催による今年度卒業予定のアポロ44号（昭和44年生まれの会）メンバーの「厄
払いの儀」が厳かな雰囲気の中、執り行われました。
我々44年会が昨年、永猿会（昭和43年生まれの会）厄払いを開催した時は雪が降っ
た後でしたが、我々の厄払いもまさかの雨に見舞われました。その「厄払いの儀」の後、
ステーションホテル小倉に移り、素敵な衣装に身をまとった犬翔会メンバーと、多くの
現役メンバーに出席して頂いて、盛大な懇親会を開催して頂きました。その席での犬翔
会主催によるビンゴ大会では豪華な賞品等ご準備頂き、大いに盛り上げて頂きました。
我々アポロ44号のメンバーは残されたラストイヤーを全力で走ってJC活動を満喫し、
最高の思い出をたくさん作っていきたいと思います。平原雄一会長率いる犬翔会の皆様、
素晴らしい「厄払い」を演出していただき、本当にありがとうございました。
アポロ44号（昭和44年生まれの会）眞島 裕信

福岡ブロック協議会 会長公式訪問

第一エリア合同例会

開催日■3月9日
（月）
会 場■リーガロイヤルホテル小倉

3月9日リーガロイヤルホテル小倉にて、(社)日本青
年会議所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月度例会が行われました。
冒頭の理事長挨拶では(社)美夜古青年会議所・(社)
ひびき青年会議所・( 社 ) 豊前青年会議所・( 社 ) 北九州
青年会議所の理事長より各LOMの2009年度基本方針
が発表されました。松尾理事長の挨拶では「JC しか
ない時代から JC もある時代へと言われているそんな
時代背景の中での JC の存在意義は、スケールメリッ
トを活かした運動が出来る事」と第一エリアメンバー
へ熱く伝えて頂きました。
また福岡ブロックアワーでは、福岡ブロック協議会
会長浦克稔君より(社)日本青年会議所の基本理念・基
本方針が発表され、我々メンバーは改めて本年度の
JC運動の向うべき方向性を再確認する場となりました。
また、例会終了後の懇親会では各 LOM の熱い想い
のこもった PR タイムや歓談があり、第一エリアの仲
間と更に親睦を深める事が出来た有意義な合同例会と
なりました。
例会委員会

※第一エリア…福岡ブロック協議会21会員会議所の中の豊前・美夜古・ひびき・北九州の4LOMから構成されるエリア

久間

猛

Jコンのご案内

今回の「Jコン」は、メンバーの
親睦を兼ねた
「ボウリング大会」
と同日に開催いたします。
入会希望者の方は、Jコンだけ
でなく、ボウリング大会から
の参加も大歓迎ですので、こ
の機会にぜひ多くの方をお連
れください。
開催日

4月22日（水）

JCコミュニケーションパーティ

21:30〜

時間：

BAR HIDING

会場：

3,000円

会費：

ボウリング大会

時間：19:00〜
会場：小倉コロナワールド
会費：3,000円

入会希望者に関するお申込み・お
問い合わせは、会員拡大委員会ま
でお願いします。また、内容は変更
になる場合があります。

※Jコン…JCコミュニケーションパーティの略。メンバーと仮入会者との親睦会。
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松本清張生誕百年
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、
わがまち北九州を応援します。

記念事業・イベント開催中 !
詳しくはホームページで

ホームゲーム日程 13時 KICK OFF

月刊ニューウェーブ通信

ニューウェーブでの人との出会いは「財産」

北九州市立
高見中学校教諭
星原 慎也 氏

チーム発足の2001から5年間まで選手として活動していましたが、
ニューウェー
ブ在籍の間で色々なことを経験し、多くのことを得ることができました。
チーム発足当初、選手はみんな仕事を持ちながらサッカーをしていました。選
手の職場は様々で、
自分とは違った事を経験している人に出会えたことは現在、
財産になっています。また仕事を持ちながらサッカーを続けてきたことで精
神的にも成長できたと感じています。
現在は中学校の教師として、恵まれた時代だからこそ「我慢すること」
「感謝す
ること」を子どもたちに伝えていていきたいと思っています。サッカーで一流
の選手は、人間性も素晴らしいんです。
一生懸命なプレーは観ている人を惹き付ける魅力に溢れています。
みんなで応援してまちのシンボルにしましょう。

&

春の企画展

Staff Column
Event Information 動物園で、
どうぶつたちとくらそう！
森本千絵 °
展
おかげさまで園内の動物は健康で獣医師の出番はほとんどありませんが、
他の
「患者」
が年間380頭羽ほどいます。当園は
「傷病鳥獣保護施設」
として、
傷ついた野生動物の治療を行っています。
先日もルアーに絡まったカモメ、ノラネコに襲われたキジバト、足を骨折
したコサギ、
衝突して頭を打撲したアオサギが次々と保護されてきました。
これらを見ても明らかですが、
原因の7割以上が人間社会に関係しています。
このため単に動物を救うだけが終わりではないと考え「野生動物とのつき
あい方BOOK」を作成しました。合言葉は「どうぶつたちとくらそう！」。
ペットと暮らすことも大切ですし、野生動物とも「地球規模で」仲良く暮ら
していけるよう、彼らのメッセージをこれからも発信していきます！
到津の森公園

獣医師

外平 友佳理 氏

未来を担う子どもたちのために…

「青空がほしい」
プロジェクト
皆さんは「青空がほしい」というドキュメ
ンタリー映画をご存知ですか？
この中に登場するそれぞれの立場の方々
のことを考えると、高度経済成長という時
代に巻き込まれた被害者同士のように感
じます。
現在の北九州では、公害克服という経験によって得た高い技術を活
かし、リサイクルや省エネルギー技術、海外への技術提供が行われる
ようにまでなりました。
その一連の流れは、先人達の気づきや己を律するこころから始まっ
たのではないでしょうか。
責任世代として生きる私たち一人ひとりの真剣な姿勢と行動が、
「世
界の環境首都」
を目指す北九州への原動力として今求められています。
「青空がほしい」プロジェクト特別委員会

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

（日） VS 佐川印刷SC
4月12日
（日） VS ホンダロック
4月19日
（祝） VS FC刈谷
4月29日
■場

所 : 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）

3/15JFL開幕戦試合結果

惜し
く
引き も
分け

VS ジェフリザーブズ

0-0

客動員
史上最高の観
9,856名を達成!!

園長による園内ガイド

園長のちょっといい話

4月26日
（日）
12：30から1時間程度
3月28日
（土）
から
5月31日
（日）
まで開催 ■集合場所：姿見の池

■参加費：無料（入園料は必要）

わくわく体験教室 ／ウッドクラフト

メッセージボードを作ろう！
4月12日
（日）
・26日
（日）13：00〜15：00

※受付時間13：00 〜13：45（材料がなくなり次第終了いたします）

詳しくはHPで

■場所：里のいきもの館レクチャールーム
■参加費：1回100円
（別途入園料が必要）

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

4月度例会のお知らせ

猪瀬直樹氏講演会

公開
例会

〜松本清張生誕100年記念事業〜
日時■ 4月9日（木）18:00〜
会場■北九州芸術劇場 大ホール

4月度例会は、理事長所信の基本方針の1つであります「地域アイデン
ティティの確立を目指した運動を推進しよう」
をテーマにした例会です。
講師に猪瀬直樹氏を迎え、地域の文化とまちづくりについて講演して
いただきます。地域の歴史や文化をひも解き、様々な地域資源を真剣
に見つめなおして、積極的に発信していくことを目指す場として市民
の方にも公開します。今一度、
北九州の素晴らしさを再認識するために、
是非多くのメンバーで参加しましょう。
お問い合わせ先：例会委員会

委員長

辰本 誠一郎

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。

