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公益社団法人 日本青年会議所

2012年度 第61回

全国会員大会
北九州大会

【開催予定期間】
2012年10月11日（木）〜14日（日）

会場予定地
★特集★
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開会式・ウェルカムレセプション予定会場

北九州イノベーションギャラリー
北九州産業技術保存継承センター

こう

我が国の
「近代製鉄発祥の地」
であり、北九州の
「公の精神」
の原点である
「官営八幡製鐵所 東田第一高炉」
を望むこの場所で、
大会の開会を高らかに宣言!
イノベーションとは、新たな技術やシステムを生み出すこと。

東田第一高炉史跡広場

東田第一高炉に隣接した北九州イノベーションギャラリーは、

まさに日本の産業革新が始まった場所。
次々と新しい課題に直面する現代において、私たちJayceeも
新たなイノベーターとなり、明るい豊かな未来へのイノベー

ションを巻き起こすべくここに集い、全国会員大会の開会を高
らかに宣言します。
開館時間 平日／ 9：00 〜 19：00
土・日・祝日／ 9：00 〜 17：00
休館日
入館料

毎週月曜日（月曜日が祝日、休日の場合は翌日）
、
年末年始（12月29日〜 1月3日）

無料

※ただし企画展は有料となります。
観覧料は開催される企画展で異なります。

アクセス JR 鹿児島本線『スペースワールド駅』下車、徒歩約 5 分。
※小倉駅から快速列車で約 10 分
〒805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田二丁目2 番 11 号
Tel : 093-663-5411 ／ Fax : 093-663-5422

官営八幡製鐵所と北九州

http://www.kigs.jp/

1853 年の黒船来航をきっかけに、江戸から明治へと時代が変貌する中、欧米列強との圧倒的な国力の差を目の当たりにした明治
政府は、日清戦争を契機に鉄の国産化を目指し製鐵所の建設を決定します。
全国 16の都市や地域が候補地にあがる中、人口およそ1,200 人の漁村だった八幡村も誘致に乗り出しました。
その誘致活動は、苦難の連続でありましたが、産官民一体となった活動の末、1901 年 北九州八幡の地に日本初の近代製鐵所「官
営八幡製鐵所」が誕生したのです。
八幡の人口は、八幡町を経て八幡市となった1917 年には85,000 人以上となり、1963 年に五市対等合併という世界にも類を見な
い大事業を成し遂げ北九州市となる門司・小倉・戸畑・若松とともに目覚ましい発展を遂げ、北九州は日本の近代化や高度経済成
長の礎としての重要な役割を担ったのです。
※ JC…Junior Chamber の略。
（青年会議所） ※JAYCEE…青年会議所会員のこと。
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現地調査・対話集会

2012年度 第61回

全国会員大会 北九州大会
■開催日：4月23日
（土）■現地調査会場：各会場予定地 ■対話集会会場：北九州国際会議場
4月23日、
「2012年度 第61回全国会員大会北九州大会 現地調査・対話

EVENT REPORT
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集会」
が開催されました。
大会主管を翌年に控えた北九州JCにとっては、最後の現地調査・対話集
会となりましたが、150名を超えるLOMメンバーにご参加いただき、現地調
査での会場説明や対話集会・懇親会でのおもてなし等々、全運や来訪JCに
対してしっかりとした設営を持って臨むことができました。本当にありがとう
ございます。
また、九州地区内各地会員会議所からも300 名を超えるオブ
ザーブをいただき、改めて北九州JCに対する九州地区並びに福岡ブロック
の期待を実感するとともに、
その責任の大きさを認識することができました。
さて、
これからは全国会員大会へ向けてのより具体的な準備期間へと突
入していきます。全国会員大会北九州大会の大成功へむけ、LOM 一丸と
なって走り続けていきましょう。
全国会員大会準備第2委員会

2011年度 公益社団法人日本青年会議所

委員長 山下 浩毅

第2回アカデミー全体事業

九州地区 福岡ブロック協議会
■開催日：4月30日
（土） ■会場：南蔵院
（福岡県粕屋郡篠栗町）
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4月30日、粕屋郡篠栗町の南蔵院にて「第2回福岡ブロックアカデミー全体事業」が開催
" 仁義礼智信」をテーマにしてお
されました。今年の福岡ブロックアカデミーは“五常の徳「
「 仁」
の
り、今回の全体事業は私と今手君が出向しているアカデミー第2 委員会が担当で、
心、感謝の念や思いやりの気持ち、
慈しみの心を養うことを目的とした事業を行いました。
南蔵院にて行われた所謂「荒行」
では、写経において心を静めまとめる事を、滝行では邪
念を払い心身共に清めることを、断食行では日頃当たり前に食べている食物に対する感謝
の念を確認することを、
山岳修行では自己の修練を通じて自分のことだけを考えるのではな
く利他の精神で仲間のことを考え達成することを学び、終わってみれば一緒に過ごした仲間
たちと強い結束と友情を育むことが出来ました。
それらを体験することで、
当たり前の事が出来ていない自分を再確認することが出来、
そ
今後はこの事業で学んだ事を念頭に置きJC
れを改善するための良いきっかけとなりました。
活動に生かしていければと思います。最後になりましたが、遠い所駆けつけて頂きました、皆
様方ありがとうございました。
福岡ブロック協議会 アカデミー第2委員会 山田 宜典

北九州ドリームサミット2011継承会議

■開催日：5月8日
（日） ■会場：北九州市立商工貿易会館2階 多目的ホール
「皆さんおはようございます!ようこそKDSへ!!」。私は司会者として、5月

8日に中学生と始めて対面しました。
「夢」
と向き合うことをテーマの一つ
にスタートした、
「北九州ドリームサミット2011継承会議」。会場が吉田委
員長の世界観に包まれていく中、子供達との6時間に渡る真剣勝負の始
まりです。私たち委員会メンバーには特別なスキルはありませんでしたが、
とにかくメンバー一人ひとりが自分らしく思いを込めて、KDS議員と真正
面から
「夢」
に向き合うことの大切さについて議論することだけでした。
これからいよいよ事業開始。
「小倉城お堀浄化プロジェクト」、
「到津の
森ボランティア研修プログラム」、
「環境修学旅行プランンニング」
などの
取り組みが始まります。
是非、
ご期待ください。
最後に開催にあたり、
ご支援下さいましたメンバーの皆様に深く感謝
申し上げると共に、今後ともご支援よろしくお願い致します。

KDS実行委員会 吉武 太志
※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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到津の森公園・春のイベント
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■開催日：5月8日
（日） ■会場：到津の森公園

5月8日、到津の森ちからの会主催のもと、到津の森公園にて春のイベントが行われました。
当日は天候にも恵まれ多くのアカデミーメンバーと共に
「動物サポーター・友の会募集」
・
「募集キャラバン隊」
・
「チャリティーバザー」
とそれぞれに分かれて公園内でイベントを開催し
ました。
ゴールデンウィーク最終日にも関わらず多くの家族連れやカップルで賑わい、
また北九州JC
メンバーやそのご家族の方々にも多数来園して頂き、大盛況のイベントになりました。動物サ
チャリティーバザーにおいては201,106
ポーター及び友の会入会においては52件を達成し、
円を売り上げ、
多くの功績を残すことが出来ました。
子どもから大人まで全ての世代に笑顔を与え、北九州市民にとってかけがえのない場所で
ある
「到津の森公園」
でイベントが開催できアカデミーメンバー一同初めての経験にも関わら
ず楽しく一日を過ごすことができ、最近の暗いニュースを吹き飛ばす笑顔でイベントを成功す
ることが出来ました。
アカデミー第2委員会 野見山 亘

5月度例会

テーマ
講師

はちづくりでまちづくり
田中 淳夫 氏
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■開催日：5月9日
（月） ■会場：北九州国際会議場メインホール
5月9日、北九州国際会議場メインホールにて「5月度例会」及び「臨
時総会」
を開催いたしました。
今回の例会は公開講師例会として、講師にNPO 法人銀座ミツバ
チプロジェクト副理事長、農業生産法人（株）銀座ミツバチ 代表取締
役の田中淳夫氏をお招きし、市民の皆様にもご参加頂きました。銀座
ミツバチプロジェクトは、緑の少ない銀座の街中で養蜂という突飛と
も言えるアイデアを実行し、
わずか数年でまちの新たなブランドとして
確立するまでにいたりました。今回の講演を通じて多くの人々を魅了
し、
プロジェクトに巻き込み、一つのブランド、一つのアイデンティティと
して確立するに至る発想や手法は、地域を新しい視点から再認識す
ることができ、
参加者全員の士気昂揚を図ることができました。
例会委員会

委員長

松田 健一郎

2011 JCI-ASPAC マニラ大会

EVENT REPORT
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■開催日：5月26日
（木）
〜29日
（日） ■会場：フィリピン共和国 マニラ

5月26日〜29日、
フィリピンマニラの地にて
「第61回JCI-ASPAC（国
が開催され、北九
際青年会議所アジア太平洋エリア会議）
マニラ大会」
のLOMメン
州JCメンバー15名が参加しエリアB（アジア・太平洋地域）
バーと交流を深めました。

28日（土）に行われたジャパンナイトでは北九州を象徴する景観であ
る
『桜の咲き乱れる小倉城』
をバックに来場頂いた多くのエリアBのJC
メンバーの方々に日本の着物を羽織って写真撮影することで北九州や
日本の魅力を発信致しました。
メンバーも来場した各国のJCメンバーと
コミュニケーションを図りながらそして様々なリアクションに親しみを感
じながら、言葉や国境を越えた青年同士の交流を通し国際交流の素晴
らしさを体感しました。
また姉妹 JCである台北 JCお茶会にも参加し

2012年度台北JC世界大会への参加協力を約束しました。
最後にブースで撮影した写真は北九州JCホームページにて閲覧可
能となっております事を報告させて頂きます。
国際交流委員会 幹事 川本 辰史

ଜචၭఱ ႘ࣻୋಆ༃ࡼޏஒ

6月度例会

EVENT REPORT
「中村達也 黒田征太郎 東日本大震災復興支援チャリティLIVE」
〜 荒野へ ジンサイ・テンサイ・タタク・カク 〜

■開催日：6月3日（金）■会場：北九州芸術劇場 中劇場

■主催：中村達也 黒田征太郎 東日本大震災復興支援チャリティLIVE実行委員会・社団法人北九州青年会議所
■共催：北九州市・公益社団法人日本青年会議所 九州地区福岡ブロック協議会

6月3日、北九州芸術劇場中劇場にて「6月度例会」を開催いたしま
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した。今回の例会は、講演としまして
「中村達也 黒田征太郎東日本
をおこないました。
大震災復興支援チャリティLIVE」
ミュージシャンである中村達也氏の脈動感溢れるドラムのリズムに
乗って、画家の黒田征太郎氏が巨大なキャンバスにダイナミックな絵
を描き、満席の会場からの盛大な拍手とともにLIVEは終了いたしま
した。被災地に、
この北九州の地から力強いエールとパワーを送りた
いと願うお二人の熱い思いと、私たち北九州青年会議所の思いが一
つとなって実現した講演でありました。売上金の一部を震災復興支
援の義捐金といたしまして北九州市を通し被災地に送らせていただ
きました。多くの市民とともに築くことができた震災復興支援としての
貴重な例会となりました。
例会委員会 委員長

松田 健一郎

東日本大震災 人的支援活動

EVENT REPORT
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■開催日：6月4日
（土）〜7日
（火） ■会場：宮城県内

6月4日〜 7日、宮城県へ「東日本大震災人的支援」へ行って参りました。永田理事長以
下、途中参加者も含め7名での参加です。県南西部の白石市の旅館を拠点に南東部の亘理
町に入っての活動でした。
実際我々が行った内容は、被災したもののまだ建物がしっかり残っている家屋を再び住
めるようにするため、床下に溜まった汚泥を除去したり残った瓦礫を撤去したりというもので
マスク着用での肉体労働は
す。東北とはいえ日中は20度を越える天気の中、長袖長ズボン、
非常に過酷なものでした。何とか復興への一助にとの思いで活動しましたが、家一軒片付け
復興への道は果てしなく遠いと実感しました。
るのに10人がかりでも4〜5日を要します。
しかし一方で日々何百人ものボランティアの方々が、全国から入れ替わり立ち代り集まっ
ておられます。近道はないけれど一歩一歩、着実に進んで行く復興への道に、
これからも自
分に出来ることから協力していきます。
事務局次長

北九州JC台北公式訪問

■開催日：6月10日
（金）〜12日
（日） ■会場：台北市内
6月10日〜12日にかけて「台北公式訪問」を行いました。今回の
公式訪問では、北九州JC19人で訪問し、台北市國際青年商會（以
との友情を更に熱く深めて参りました。
下、台北JC）
初日に行われたシスター会議では8月に予定されていますIFPの
日程及び要望などを話合い今後も末永く深い交流を続けていくこと
たくさんの台北JC
約束致しました。10日夜の船上パーティーでは、
メンバー及びOBの方々と盛り上がり、
また台北JCメンバーのプロ
ポーズが行われ皆で祝福する国民性に感激致しました。
また今年日本が被災した東日本大震災では国を挙げてのご支
援・義援金等心配やお気遣いを頂くなど国の違う仲間がいることに
うれしく思うこと並びに感謝の念がいっぱいです。
なお今回の公式訪問で深めた友情を次年度以降も更に深め、多
くの北九州JCメンバーに体験してもらい今後も国際的感覚を養え
る場とし行っていきたいと思います。
台北交流委員会 村田 誠司

原田 茂樹

EVENT REPORT
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टेॉ
夏の企画展

日と
週金土
毎
の
8月
（月）は
8月15日まで営業！
21時

あにまるカンヅメ
〜どうぶつアレコレつめてみました〜

7月16日（土）〜9月4日（日）9時〜17時

春・夏と年２回開催する企画展。
今回の夏の企画展では、どうぶつの“アレコレ”をぎゅっと会場に集め、実際にさわって感
触を確かめたりゲーム感覚で楽しんだりしながら、動物のいろいろなことを学べるように
なっています。大人から子どもまで楽しめる会場に、ぜひお越しください！

شঝউشঝ

ごはんに見たてたボールを、壁に
描いた動物の口に向かって投げよ
う！動物たちはどんな食べ物を食
べているのかな？

ऩढथाेअآ

会場内に置いてある動物の着ぐる
みをかぶってみませんか？動物に
なった気分で、来園の記念にみん
なで写真を撮ろう！

ृढथाेअ

َय़জথभঐজُ॔ঃॿঝ

動物の絶滅のことや狩りが成功す 当園のメスキリン
る確率などをゲーム感覚で学んだ 「マリア」
の成長を
り、箱の中身にふれて動物の感触 追った実物大の３
を確かめたりすることができるよ。 枚のパネルと背比
べをすることがで
৬ୡखेअآ
きます。子どもの
動物のフン・足型・腸の長さ・胴回 とき、当園にやっ
りの大きさなどを見たり比べたり てきたとき、そし
することができるよ。私たち人間と て現在の大きさを
体感しよう！
比べてどうかな？

ॎऎॎऎ৬ୡઇ ड़জ४ॼঝ१থংॖ२॑شौअآ

7月10日（日）・24日（日）13時〜15時
౫મા

 ※別途入園料が必要

ৃؙਚ

私たちができること。

© 2009 GVK

先日、ギランの絵の玄関マットと手洗い液体石鹸を寄贈するため、児童養護
施設を訪問した。子ども達が待つ場所にギランが現れると幼児は後ずさりした
りいきなり号泣する子どももいるが、次第に近寄ってくる。小学生はうれしそう
な顔で握手をしたりシッポをなでたり、皆で手を引いて館内を案内してくれる。
中には大人な子どもがいて『大変やねぇ』と声をかけてくる。
サポーターズガイドを手渡すと選手の顔をじっと見て、隣の子たちと話し始
め『ギラヴァンツって強くなったん？』という声が聞こえてきた。
私たちギラヴァンツも皆のことを応援しているよという
メッセージを伝えるべく、もっともっと子ども達と触れ合
い、社会全体で見守る態勢の中にクラブとしても存在し
ていけたらと思う。
ギラヴァンツ北九州 広報担当 津川 弘子

Ｊリーグ・ディビジョン２ 第21節

JR折尾駅から運行！
バス

7月17日（日）8 00 KickOff
小さい頃のマリア

※受付は13：45まで

भःऌुभைঞॡॳকشঝش

厚紙を切って好きな絵を描いて、
誰でも簡単に作れるサンバイザーを作ります。

詳しくはホームページで

াॠছদ॓থॶৢਦ

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

公益社団法人 日本青年会議所 2012年度 第61回 全国会員大会

北九州大会 成功に向けて

vs ファジアーノ岡山
ホームページ情報

：
城陸上競技場

© 2009 GVK

オフィシャル
モバイルサイト

YouTubeでトレーニングゲームなど、 携帯だけのレア情報満載！
※一部有料：月額315円
（税込）
普段なかなか見られない映像を配信中！

http://www.giravanz.jp/
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