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メンバー300人の力を集結し
全国会員大会誘致の実現を!

松尾　社団法人日本青年会議所2012年第61回全国会員大会誘致運
動につきましては、日頃より北橋市長から力強いご支援のお言
葉を頂いており、行政関係部署の皆様にも本当にお世話になっ
ております。ありがとうございます。2007年からスタートした
誘致運動は3年目となりましたが、本年、誘致が必ず実現出来る
よう、我々北九州JCメンバーのみならず、皆様と“心ひとつ”に
邁進していきたいと考えております。

北橋　現在、北九州JCメンバーは300人位だと聞いています。『スリー
ハンドレッド』という映画がありまして、強烈なスパルタの勇
士たちが当時の中東から押し寄せた大帝国を相手に、たった
300人で立ち向かうというストーリーなのですけれども、全国
大会を誘致するというのは、敵味方ということではないですけ
れども、全国大会というイベントのもつ巨大なインパクトに向かっ
て是非300人の力を結集して頂きたいと思います。私ども行政
もできる限りのバックアップをさせて頂きたいと思っており
ます。

全国会員大会は北九州市最大級のイベントに。

北橋　旧五市の合併により北九州市が誕生して今年で46年目になり
ましたけれども、全国大会誘致が実現した暁には恐らく合併後
最大級のイベントになると思います。都市の発展のためには、
外部に向けた都市の発信が重要であり、JCの皆様方が日頃より
一生懸命取り組んでいらっしゃる「環境」や「文化」等を全国に
強力に発信できるよう、是非この最大級のイベントを誘致でき
るよう共に頑張って頂きたいと思います。

松尾　北橋市長も我々北九州JCの先輩でありますからご存知かとは
思いますが、昔は全国大会というとどちらかと言えばJC会員に
向けた大会だったと聞いております。

松尾　しかし近年におきましては、大会を開催する地域の活性化と市
民意識変革、そして開催地から日本各地に大会の理念をいかに
発信していくかということに基点が置かれておりまして、今後
もそうした在り方が進化していくだろうと思います。そういう
意味においては、我々を含めて北九州市が目指している「世界
の環境首都」というビジョンを、大会を通していかに全国4万人
のJCメンバーに伝えていくのかが一番の重要課題だと考えます。
それと、とにかく北九州市に来て頂かないことには、なかなか
このまちの魅力は伝わらないですし、そこが北九州市の弱いと
ころだというのも我々自身が感じています。まずは、この大会で、
そこに来られるのであろう約15,000人のJCメンバーに我々の
運動を発信し、そこから全国約4万人のJCメンバーに対しても、
小さな輪から大きな輪へと大きな化学反応を生み出していく
ことを期待して頂きたいと思います。

まちの将来ビジョンを見据えた大会誘致運動を。

北橋　やはり世紀のイベントが誘致されるとなると、それに向けてあ
りとあらゆる面で総点検を行い、本市にお越しになる方々が快
適に滞在できるように官民一体となって取り組むことになり
ますので、計り知れない程の前向きなやる気、そして抜群の浮
揚効果、発信効果があると思います。我々も「ビジターズインダ
ストリー」ということで一生懸命取り組んでいますが、JCの全
国大会は何十年に一回の世紀のイベント、まさしくビッグイベ
ントになると思います。

松尾　ちょうど全国商工会議所女性会連合会の全国大会が同じ2012
年の10月に市内で行なわれるそうですし、その翌年2013年は
北九州市制50周年、北九州JCも60周年という流れになります
ので、ホップ・ステップ・ジャンプと、まちが賑わい活性化して
いくのではないかと期待しております。そのためには最後まで
気を緩めずに、「2012年全国大会はやはり北九州しかない」と
誰からも100％言われるよう、将来ビジョンを見据えて徹底し
た大会誘致運動を行なって参ります。
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3月20日到津の森公園にて、「到津の森公園 春のイベント」が開催
されました。
当日のイベント内容として、「幸せな記憶」恋文俳句と写真展、及
び到津の森ちからの会参加団体であるライオンズクラブとの共同で、
動物たちの命を救うチャリティーバザーを行いました。
当日は天候にも恵まれ、たくさんの方々にご来園頂き、本事業にも
積極的に参加して頂くことができました。おかげさまでバザー開催ブー
スに於いては「動物のエサ代」基金として約19万円もの「心」を集
めることができ、また事業当日に向け、朝日新聞社より取材及び掲載
をして頂いたことで、多くの市民の方にもご賛同頂きました。事業開
催にあたり、バザー出品を快く引き受けて下さいましたメンバーの皆様、
参加・協力して頂いたメンバーの皆様、本当にありがとうございました。
尚この「幸せな記憶」応募作品の園内での展示は、11月30日まで
行われますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願い致します。

アカデミー第３委員会　後藤 大輔

到津の森公園 春のイベント 開催日■3月20日（金）
会　場■到津の森公園

北九州市は『世界の環境首都』を目指すトップランナー。

北橋　2007年から過去2年に亘り、JC全国大会を誘致できず、無念の
涙をのまれたということで、本当に頑張って頂きたいと思います。
昨年、本市は国から環境モデル都市に選ばれて、その後首相官
邸において日本と中国の国家間プロジェクトとして天津市と
当市が調印をいたしました。これは国家プロジェクトの中で当
市の環境技術が注目されたことになるわけです。また、昨年12
月にはヨーロッパとアメリカから環境先進都市の市長を来賓
として招き、「環境モデル都市国際セミナー」を開催しました。
また、100を超える自治体が参加して、低炭素化社会を進める
日本のネットワーク「低炭素都市推進協議会」も設立され、初代
の会長都市に本市が選ばれました。そして何よりも、内閣総理
大臣が激励のためその場にお越し頂いたという、本当にドラマチッ
クな展開となりました。
まさに、北九州市は日本の中で環境首都を目指すトップランナー
にいると感じています。そしてこのことを市民の方にも、また
市外の方にもしっかりと発信することが大事だと思います。JC
の皆様は今まで市民力を高めるという理念で「環境」について
はもちろん、様々な運動を展開されています。市民主導で
“OMOIYARI溢れる持続可能な社会”をつくるという、大変志の
高い運動の輪を着実に広げて頂いております。こうした市民力
というものが一番のカギだと思います。こういう道を歩み出せ
たのもJCをはじめとする市民の皆様が、公害防止から始まった、
長い長い市民運動の中で常に先頭を切って頑張って頂いたお
かげだと思っております。

先人の公害克服の歴史をひも解き、市民へ発信。

松尾　「環境」に関しては、我々の全国大会誘致理念の軸となるテーマ
でもあります。そして2009年度は、先人たちの公害克服の歴史
をもう一度ひも解いていこうと、『「青空がほしい」プロジェクト』
という名で、戸畑の婦人会の運動から振り返り、それを市民に
対して発信していく活動を行っております。

松尾　やはりそこが歴史的な起点となって、世界の環境首都を目指す、
また国から環境モデル都市に選ばれた今の北九州市の姿があ
ると思います。しかし実際に、私たちを含めて市民の意識や行
動がその言葉ほどに追付いていってないということを否めま
せん。だからこそ、子どもたちの親世代である我々のような世
代が、そのルーツをひも解き、先人たちの力によって公害克服
したこと、環境問題についてももっと知った上で、次世代にバ
トンタッチするということが、明るい豊かな社会を実現するた
めの大きな意義を持っているでしょうし、それを全国大会とい
う手法を通して、同世代である全国各地のJCメンバーに伝える
ことは計り知れない効果を生み出すと思います。

北橋　まずはとにかく全国大会誘致の実現ですね。きっと夢のような
イベントになると思います。今年こそ勝ち取られることを祈念
いたします。頑張って下さい。

松尾　10月15日、全国大会が行われている沖縄那覇の地で、2012年全
国大会の開催地が決定いたします。北橋市長ももし公務等がな
ければ是非お越し頂き、現地で我々と共にその決定を祈念して
頂ければと思います。本日はお忙しいところ有難うございました。

北橋 健治
北九州JCホームペ

ージに

対談の全文
を公開中!北九州JCホームペ

ージに

対談の全文
を公開中!

松
尾 

孝
治

北九
州を

カタル
ヒト。

vol.02

対
　
談



福田 正和 君 ［フクダ マサカズ］
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1980年9月25日
（株）ＳＡＮＤＡＩ
大坪 和貴・河内 賢治郎

矢野 秀貴 君 ［ヤノ ヒデタカ］
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1978年3月24日
mini club SAZAN
吉武 太志・大田 博史

　藤 章雄 君 ［タカフジ アキオ］
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1976年2月25日
　藤建設（株）
宮熊 伸一・堀口 隆祐

大内 俊明 君 ［オオウチ トシアキ］
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1978年7月13日
パブリックハウスブラボー
小　 伸・山賀 英生

國政 博文 君 ［クニマサ ヒロフミ］
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1977年7月17日
（株）クニホーミング
河内 賢治郎・内川 英樹

松本 愛 君 ［マツモト アイ］
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1973年8月11日
季のしつらい　吉住
内川 英樹・河内 賢治郎

4月度入会された新入会員のご紹介
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※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）

4月2日門司ゴルフ倶楽部におきまして、第6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を開催いたしました。
この大会は九州サーキット第6回北九州オープンゴルフトーナメント開催前日に、我々北
九州JCの青少年健全育成を目的とした事業の取り組みにご理解頂いた、宮里優作プロをは
じめ多くのプロの方々、また北九州JCの先輩方や地域財界・ボランティア団体の方々に参
加頂き毎年開催しております。また、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。集まった約28万円もの収益金は、私たちの行う青少年健全育成事業
にて、広く市民に還元させて頂きます。
チャリティオークションにご協力頂きました皆様、またプロアマをはじめトーナメント当日、
運営・参加にご協力頂きましたメンバーの皆様、本当にありがとうございました。

アカデミー第３委員会　古賀 圭太

北九州オープンプロ・アマチャリティゴルフコンペ
第6回青少年健全育成

開催日■4月2日（木）
会　場■門司ゴルフ倶楽部

5月度例会は「持続可能な社会の実現に向けた運動を展開し
よう」をテーマにした例会です。
持続可能な社会の実現に向け、北九州JCは2007年度から全
国会員大会誘致運動を行ってきました。誘致運動3年目を迎
える今年は、今まで以上にLOMメンバー全員が主体的意識
をもって望む必要があります。全国会員大会誘致について
メンバー一人ひとりが考え、メンバー同士でコミュニケー
ションをとり全国会員大会誘致に向けて、LOM内の意識を
高めていくためにも、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

日時■5月11日（月） 18:30～
会場■ホテルニュータガワ 華栄

5月度例会のお知らせ

2009年度JCI-ASPAC（国際青年会議所アジア太平洋エリア会議）が長野県長
野市において6月2日（火）～6月7日（日）の日程で開催されます。
2006年度高松大会以来の国内開催である長野の地で行われるASPACは、日本
を含め最大20カ国・地域のJCメンバー約1万人が一堂に集う大会です。
是非、国際交流・友好を深める感動を体験してください。土曜日に行われるジャ
パンナイトでは、我が北九州を発信するためブースを出展いたします。

お問い合わせ先：国際交流促進委員会　委員長　重廣 謙臣

2009 JCI-ASPAC 長野大会のお知らせ

和Making Smiles,
Cherishing Harmony大会スローガン

日　時■6月6日（土）～7日（日）基本コース
開催地■長野県長野市

開催日■4月9日（木）
会　場■北九州芸術劇場 大ホール

4月9日北九州芸術劇場大ホールにて、(社)北九州青年会議所4月度例会が「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」をテーマに開催され
ました。
(社)北九州青年会議所と北九州市が主催、松本清張生誕100年記念事業実行

委員会と小倉東ロータリークラブが共催で、講師に作家・東京都副知事の猪瀬
直樹氏を迎え、多くの市民の方にも参加していただき講演が行われました。
講演では「地域の文化とまちづくり～松本清張生誕100年を記念して～」をテー

マに、猪瀬直樹氏が同じ作家としての視点から北九州ゆかりの松本清張氏の作
品はいかに素晴らしいか、そしてそれは北九州の誇れる文化でもあるという話
をされました。誇れる文化を持つ北九州が地方分権型社会に向かっている現代で、
今後どのように進んでいくのかを話され、また問いかけられました。
北九州の文化の素晴らしさを参加した多くの市民やJCメンバーが再認識し、
自信と誇りを与えていただいた有意義な例会となりました。

例会委員会　松原 雄三

松本清張生誕100年記念事業
猪瀬直樹講演会4月度例会（ ）
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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。

食の自給率UPが見直されている昨今ですが、
エネルギーの分野でも化石燃料（石油）に
頼らない『グリーンエネルギー』が注目さ
れています。
『グリーンエネルギー』とは、風力・太陽光・
バイオマス等、自然エネルギーにより発電
された環境にやさしい電力の事です。
『グリーンエネルギー』のエコ価値を評価し、通常の電気料金に加え「グ
リーン電力証書」を購入する事で、私達もこの『グリーンエネルギー』
を使う事ができます。
私達が「グリーン電力証書」を購入した代金は、グリーンエネルギー
を発電する新たな施設の設置やメンテナンスに利用されます。
間接的ですがエコに協力して気分も盛り上がりますよ!

環境首都市民推進委員会　向野 由岐子

注目を集める『グリーンエネルギー』注目を集める『グリーンエネルギー』注目を集める『グリーンエネルギー』
環境首都市民推進コラム

北九州JCは今年度、新規入会者100名を目指
しております。
我々2009年度会員拡大委員会では、メンバー
の皆様の日々の会員拡大活動を強力にサポート
すべく、様々な企画を準備いたしております。
メンバーの皆様が現在、北九州青年会議所に所
属し、活動している意義とは何なのか、今一度見
つめ直していただき、その意義を是非、皆様の大事な友人知人へお伝
えいただきたいと思います。
LOM一丸となって、100名入会を達成しましょう！
皆様のご協力お願いします。

お問い合わせ先：会員拡大委員会　委員長　堀口 隆祐

会員拡大委員会からのお願い

5月中旬「Jコン」開催予定!

目指せ!100名入会!!

※ 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。

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。

ニューウェーブとの出会いは「1枚の観戦招待」から
月刊ニューウェーブ通信

■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）

5月10日（日） 流通経済大学VS

5月24日（日） Honda FCVS

ホームゲーム日程ホームゲーム日程

仕事上でお付き合いのあった方から、観戦チケットをもらって本城陸上競技場に足を運んだのが、ニュー
ウェーブと私の付き合いの始まりでした。
初めて試合を見たのですが、とにかくねばり強く・必死さが伝わるプレーが印象的でした。
ボランティア・スタッフになったのは、「ニューウェーブに携わりたかった」の想いがあったから。

試合観戦での応援は誰でも出来るが、ボランティア・スタッフとし
ての影からの応援はなかなか出来ないと思っていたからです。
ニューウェーブのボランティアスタッフになって活動して、今は
すごく気持ちがいいんです。
ニューウェーブは「夢」をたくせるチームです。
1人でも多くの方に試合を見に来ていただきたい。
見てもらえれば感動・心が熱くなるモノを得られると思います。

元サッカー日本代表
　　　三浦泰年氏が来

場!!

参加者は当日の試合にご招待!
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　　　三浦泰年氏が来
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参加者は当日の試合にご招待!

5/24(sun)

ファミリー
サッカ ー
スクー ル
同日開催!

http://newwave-k.co.jp/http://newwave-k.co.jp/ボランティアスタッフ　高田 英司 氏

13時 KICK OFF

詳しくは
HPで

■開催時間 : 10時～12時
■参 加 費 : 無料
■募集人数 : 100組 200人
　　　　　　小学校1～3年生
■応募締切 : 5月11日（月）必着

これは

動物の

キリン

Event 
Information
Event 
Information

Staff ColumnStaff Column& 5月2日（土）〜6日（水）
営業時間を
9時〜20時までに延長！

ITOZU YORU ZOO動物園で、
森本千絵 °展

http://www.kpfmmf.jp/zoo/
詳しくはHPで

5月31日（日）まで
好評開催中！

ゴールデンウィーク夜間開園春の企画展

5月10日（日）・24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）
■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）

メッセージボードを作ろう！

わくわく体験教室／ウッドクラフト

クリエイティブ界のトッ
プランナーであるアー
トディレクター森本千
絵さんの初の個展。

（通常は17時閉園）

夜だけの特別イベント開催！

5/5（こども
の日）は

小学生以下の

お子様入園無料！
5/5（こども

の日）は

小学生以下の

お子様入園無料！
5/5（こども

の日）は

小学生以下の

お子様入園無料！

到津遊園閉園日、妊娠8ヶ月の妻を連れてこの場所にいた。
しかし、勾配のある園内は身重な妻を苦しめ、すべての動物とお別れでき
ずこの地を後にした。そのまま病院に駆けこみ、「流産の恐れあり」で即入院。
家に戻ってきたのは、2ヶ月後である。

その翌年、存続の決まった到津の森公園整備室に1年間配
属になり、そのまま、園の事業に4年間奔走。そして3年を経て、
またここにいる。
あれから9年。子どもたちは、今8歳。双子の名は樹（いつき）
と輪（りん）で合わせると「樹輪（きりん）」。
到津の森公園という、このかけがえの無い財産を子どもた
ちに残してくれた皆さんと一緒に園を支えていきたい。

到津の森公園　飼育展示係長（4月着任）　勝原 和博 氏


