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大懇親会 予定会場

勝山公園 大芝生広場
北九州JCの
「市民意識変革運動の原点」
と言えるこの場所で、
JAYCEEの友情と一体感を深め、JCの素晴らしさと感動を共有!

北九州市役所を目前に都心の真ん中に位置する「勝山公園」は、すぐ横を流れる紫川や
小倉城などの周辺文化施設と一体となり、都心のにぎわいづくりの場として「わっしょい
百万夏まつり」をはじめ、様々なイベントに活用されている市民の憩いの公園です。
解放感あふれるこの会場で開催される大懇親会は、北九州の変革の歴史に触れるなどの
趣向を凝らしたイベントに加え、北九州はもちろん九州各地の豊富な食材を味わっていた
だくと共に、友情を深める活発な会員交流の機会となることでしょう。

今春オープンした
「勝山公園グリーンエコハウス」

「紫川」
と
「水上ステージ」

「川も心も美しく」
をスローガンに行った市民意識変革運動

紫川浄化運動（1968年〜）

かつて、ゴミが投げ捨てられ、悪臭が漂う川だった「紫川」
。
今ではアユが泳ぐ美しい川へと変貌した。
その契機は、1968 年（昭和 43 年）に北九州 JC が提案した「紫川
浄化運動」
。実施計画を発表すると、マスコミは大きな関心を示し各
新聞紙上に計画が報じられると共に、行政も運動に賛同し全面的な
協力を取りつけた。
一般公募で選ばれた標語「川も心も美しく」をキャッチフレーズに、
「河川清掃」を実行するだけでなく
「市民意識変革」に重きを置いた
この運動は、徐々に市民の心に広がりを見せ自主的なボランティア活
動などへと繋がっていった。
紫川で始まった川の浄化運動は、北九州全市の川をきれいにする
運動へと広がり、さらにゴミ清掃の遅れた地域での回収のスピード
アップ、都市下水道網の整備、不法建築の撤去など、市内の環境の
改善や整備にも大きな影響を与えた。
また、この運動がきっかけとなって北九州 JCは広く社会から認知
されることになり、JCの地域社会に奉仕するという市民意識変革運
動の理念が浸透していくことになる。
※ 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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7月度例会・ALL JC DAY 2011

EVENT REPORT
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■開催日：7月4日
（月）18：00〜21：00 ■会場：リーガロイヤルホテル小倉 ロイヤルホール
7月4日、
リーガロイヤルホテル小倉にて、
『ALL JC DAY 2011』
を7月

度例会と同時開催いたしました。

の創立記念日
（7月3
社団法人北九州青年会議所（以下、北九州JC）

日）
を祝して行なわれるALL JC DAYは、今年で5回目を迎え、多くの諸
先輩方にお越しいただきました。

式典では、創立から現在に至る諸先輩方の数々の運動と歴史を振り
「 ASPAC ʻ 92 」
に焦点をあ
返ると共に、1992 年に北九州で開催された

て、
当時、実行委員長の富澤義和先輩、副実行委員長の平安兼久先輩

「誇り」
を伝承する場となりました。
にご講話いただき、JAYCEEとしての
懇親会では、諸先輩方と交流を図る絶好の場となり、
「 第61回全国

会員大会北九州大会」
に向けた、諸先輩方の支援に対する意気込みに
は、大変心強く感じました。
は、
「第61回全国会員大会北九州大会」主管
『ALL JC DAY 2011』

に向けて、
そして諸先輩方と現役メンバーとの交流においての、素晴らし
い架け橋となりました。
全国会員大会準備第1委員会 委員長

松井 聡

小倉祇園太鼓像清掃事業

EVENT REPORT
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■開催日：7月9日
（土）15：30〜17：00 ■会場：JR小倉駅前ペデストリアンデッキ

7月9日、小倉駅前ペデストリアンデッキにて「小倉祇園太鼓像清掃事業」

を開催いたしました。

当日は天候にも恵まれ、他委員会のメンバーの方にも多数ご参加をいた
だいたおかげで、小倉祇園太鼓像清掃・小倉駅周辺の清掃活動・わっしょい
百万夏まつりの募金活動をスムーズに進行することが出来ました。
また、今
回盗難にあった小倉祇園太鼓象の
「バチ」
の修復も無事終わり、小倉北区
長の井上勲様をはじめ、多くの市民の方々が見守る中、盛大に除幕式が執
り行われました。
この事業を通じて、私たち北九州JCの活動とわっしょい百
万夏まつりのPRを多くの市民に発信できる機会となりました。

今回の事業は入会して間もない私たちアカデミーのメンバーにとって、諸

先輩方々の魂に直接触れることのできる良い機会であり、
また、
このまちに対
する愛情を深めることができ、北九州市民であることの誇りを再確認できる
事業となりました。
この想いを今後のJC活動に活かしていきたいと思います。
アカデミー第2委員会

8月度例会のお知らせ

・7日
（日）
8月6日（土）
がんばろう！ 日本
み ん な

とどけよう、北九州のチカラ。

小倉城周辺・小文字通り及び
勝山公園 等で開催

詳しくは

http://www.wasshoi.info/

ホームページでイベント情報や
も
活動報告を今すぐチェック！ ケータイから
K!

検索

O
アクセス

http://www.kitakyushu-jc.jp/

北九州JCメンバーが出演したラジオ番組
cross fm「北九魂-KITAKYU SPIRIT-」公開中！

松本 良平

INFORMATION

8月9日（火）18：30〜

【日時】

《懇親会》20：30〜22：00（会費5,000円）

【会場】門司港ホテル

8月度

納涼

は

例会

通常
総会も
開催
されま
す

8月9日門司港ホテルにて、8月度例会を開催いたします。
2012年全国会員大会北九州大会を成功させるために、現在多くのメン

バーが各種事業や大会へ参加し、
また各種会議体に出向し活躍してい

ます。例年以上にJC活動に励み、
また
「わっしょい百万夏まつり」
という
北九州JCにとって非常に大きな催しを終えた直後におこなわれますの

で、
メンバーの英気を養う例会とします。
また、次年度理事長予定者を決
定する重要な通常総会もおこなうため、一人でも多くのメンバーに出席

していただきますようお願いいたします。

【お問い合わせ】例会委員会 委員長

松田 健一郎

社団法人 北九州青年会議所

ひまわり号を走らせる会

EVENT REPORT

障害者の
社会環境向上事業
■開催日：7月10日
（日）9：00〜17：00 ■会場：到津の森公園
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7月10日、到津の森公園にて障害者の社会環境を向上する事を目

的とした事業「ひまわり号を走らせる会」
を開催いたしました。

当日の朝、JR小倉駅北口に参加者及びJCOBの山内先輩・鮎川先

その後貸し切りバ
輩、
ボランティア、JCスタッフが集合し開会式を行い、

ス
（「ひまわり号」
と命名）2台に分乗し到津の森公園に向かいました。

午前中は北九州インタープリテーション研究会の原賀様を講師に

迎え、紙芝居・フェイスペインティングを行いました。最初は遠慮がち
だった参加者とボランティアスタッフの仲も、
プログラムが進むにつれし
だいに良くなり、昼食時には自然な会話で心を通わせる事が出来まし
た。午後からはスタンプラリーを行い、一緒に園内を散策することによっ
て、
日ごろ健常者が気づかない様々な問題点などを感じ、障害者の
方々の社会環境向上を考える上で重要な事業だったと感じました。
当日は天候も良く熱中症等に留意し参加者全員が楽しめるよう事業
を運営し、参加者から
「来年も企画をしてほしい」
と言われたことがとて
もうれしく感じた一日でした。
アカデミー第1委員会

今手 勝己

小倉城お堀浄化プロジェクト

北九州ドリーム
サミット2011
■開催日：7月10日
（日）13：30〜14：30 ■会場：リバーウォーク北九州及び小倉城お堀

EVENT REPORT

04

7月10日、
リバーウォーク北九州及び小倉城お堀にて開催した
「小

倉城お堀浄化プロジェクト」
は、市内中学生のまちを愛する心を育成

し、夢を持ちその夢を叶える強い気持ちを持ってもらうため行いました。
「小倉城のお堀をきれいにしたい」
という夢を叶えるために、全員で

EM団子1,200個を作成などして準備してきました。
当日は約500名の市民、北橋市長をはじめ行政関係者、協賛企業関
係者、
そしてKDS（北九州ドリームサミット）議員とJCメンバーが心ひと
EM団子を投
つにし
「いつかホタルを飛ばしたい」
と進化した夢を見て、
入しました。

新たな夢を、事業参加者と共有し、夢あふれるまちを創造したいと思
います。今後「環境修学旅行プランニング」
・
「復興支援プログラム:日本
ガンバレモネード作戦」
など、明るく情熱ある活動に邁進致します。

KDS実行委員会 委員長 吉田 幸正

会員拡大活動のお願い

全員参画！ 〜TRY JAYCEE 1to1！〜

会員数300名体制の確立を目指して！

2012 年度第 61 回全国会員大会北九州大会開催

は、
「明るい豊かな北九州の実現」
というビジョンに
近づくための大いなるチャンスです。

コ

INFORMATION

度J 八幡西
区&
!

8月

区

開催 い!
地域 くださ

北

小倉

2

参加
てご
奮っ

この大会で学び得る多くの経験を広く北九州市民

に伝播するには、一人でも多くの方が北九州JCメン

ンは

八幡西区

8月26日（金）

バーとして参画する事に他なりません。

日時：

新しい多くの出逢いをみんなで新入会へと導いて参

会場：アートクレフクラブ

全員参画！
「一人が一人、仮入会者を紹介する！」。

りましょう!!

【お問い合わせ】JAYCEE拡大委員会 委員長 山賀 英生

19：00〜21：00

会費：4,000円

※JR黒崎駅から送迎バスを準備します。

小倉北区

8月22日（月）

日時：

19：00〜21：00

会場：ステーションホテル小倉
会費：4,000円

JCコミュニケーションパーティ
（Jコン）
は、
メンバーと仮入会者
（入会希望者）
との親睦会です。
気軽にJCを体験できる場とし
て多くの仮入会者の方をお連
れください。
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ITOZU YORU ZOO
〜夜の動物園〜

会場
暗闇にあやしく現れる動物たち、照明の中に豊かにそびえる木々は、
まるでジャングルにまぎれこんだよう。
庭園のような池や夜空に宝石のように点在する観覧車の光など、幻想的な夜の世界をご堪能ください。

開催日
営業時間

月刊ギラヴァンツ通信

さらに

8月の毎週金・土・日曜日、8月15日（月）
9：00〜21：00

※通常の閉園時間は17：00です。 ※入園料は通常料金です。
※夜間料金はありません。開園時間中は、入園時刻にかかわらず同一料金です。

◎ ふれまるわくわくタイム
◎「あにまるカンヅメ」ガイド
だけ
◎ キツネザルの森におじゃまします 特別
イベ の
◎ バックヤードツアー
開催 ント
◎ ムササビの森ガイド
!!
◎ 到津の森探検隊 ～夜の虫探し～
◎ 不思議動物現れる!? ～ネオンアートで遊ぼう～

夜

Fs. 6@ 九州

ギラヴァンツ北九州

Ｊリーグ・ディビジョン２ 第25節

に

小枝で作ろう!カブトムシ

（日）
・28日
（日）
・8月7日
（日） 8月14日
7月31日（日）

13：00〜15：00

11：00～ ニホンザル
12：30～ チンパンジー
13：30～ アライグマ

料金

場所

1個 100円（材料費）
里のいきもの館
レクチャールーム

詳しくはホームページで

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

：
本城陸上競技場

愛媛FC

© 2009 GVK

試合終了後、約1,000 発の花火が上がるよ!

ホームページ情報

※受付は13：45まで ※別途入園料が必要

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！
普段なかなか見られない映像を配信中！
※一部有料：月額315円
（税込）

http://www.giravanz.jp/

九州地区 福岡ブロック協議会と
共に築く全国会員大会

社団法人 朝倉青年会議所

社団法人 久留米青年会議所

2011 年度 理事長

2011 年度 理事長

中尾 竜也 君

Asakura JC

我々
（社）朝倉青年会議所の活動エリアは朝倉市、筑前町、東峰村
の一市一町一村に渡ります。豊かな水資源を活用した農業や食が自慢
の地域です。
またメンバーも土地柄のお蔭か、気のいいメンバーが数多
く揃っています。
今年で42年目を迎える朝倉JCは、
「〜己を知る〜 そして行動を起こ
すことが成功への近道」
のスローガンのもと、
メンバー一丸となって地
域活動に邁進しております。副主幹LOMとして、
また同じ九州、福岡の
Jayceeとして北九州の地で来年行われる全国会員大会を強力に推進
させて頂く決意です。
この機会が、JC、地域にとって実りの多いものにし
ていきましょう!
永田理事長をはじめ北九州JCの皆さん、共に頑張って行きましょう。

9月度公開例会のお知らせ

大前研一氏 講演会

駅 から

JR折尾 バス運行！
ャトル
シ

わくわく体験教室

氷 のプレゼント

広報担当 津川 弘子

8vs月21日（日）18 00 KickOff

※イベント料金はすべて無料です。
（入園料は必要）
※都合によりイベント内容が変更になる場合があります。
ご了承ください。

動物達

© 2009 GVK

昨年 2 試合とも対戦成績は引き分けに終わっていた大分トリニータを7月2日・本城陸上競
技場に迎えた。今年はホームでの勝率もよく、勢いに乗っている北九州。この日は何とか九
州勢との戦いを征したいと願ってやまなかった。
今年、既に九州勢では熊本・鳥栖との対戦は引き分けており、次のステップを上がるために
もここで勝つことに大きな意味がある。大分は私たちが今目指している『地域に支えられ、
愛されるチーム』として存在感は絶大であり、本城でも多くのサポーターがアウェイ席に陣
取った。そんな空気の中、選手達が強い気持ちを維持できるか。
しかし心配もよそに、
シュー
ト数も相手を上回り後半になると森村の今季初得点、その森村がアシストしレオナルドが
得点、最後の福井に至っては Jリーグ初得点となるゴールを決め勝利。九州勢にJ 昇格以来
の初勝利は、サポーターの心にも、クラブに関わる全ての方々にも地元・北九州を誇りに思
う気持ちを改めて感じさせてくれた。地域がひとつになれる場所として
スタジアムが存在する日は近づいている。

伊藤 秀典 君

Kurume JC

私たち
（社）久留米青年会議所は福岡県久留米市を活動エリアと
してJC運動を展開しております。本年度は
「I Have a Dream 〜夢とロ
マンのまちづくり〜」
をスローガンに、会員一人ひとりが夢を描き、
ロマ
ンを語りながら日々活動しています。
さて、
同じ福岡ブロックの仲間である北九州JCが主管されます
「第
61 回全国会員大会北九州大会」がいよいよ来年に迫ってきました
が、私たち久留米JCとしても、副主管LOMとして大会の成功に向け
全力で支援してまいります。北九州大会の成功が、福岡県全体の浮
揚に繋がり、
ひいては九州全体の浮揚に繋がると確信しております。
永田理事長率いる北九州JCメンバーの皆様と一体となり、大会を
盛り上げる事をお約束いたします。
ともに頑張りましょう!

に公開します。
）
象：青年経済人
対
（
様
皆
の
INFORMATION
般
一
講演会は市民・
ください!
み
込
し
申
お
ら
か
ホームページ
9月9日ホテルニュータガワにて、9月度例会を開催いたします。
先着300名】
／
料
無
加
参
【
株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長の大前研一氏をお迎えして
の講師例会となります。
「東アジア・黄海経済圏における九州の将来ビジョン〜経
営者はいかに将来像を描くべきか〜」
をテーマとし、私たち青年会議所メンバー
も含めた九州地区で活躍する青年経済人500名に向けて講師卓話をおこなって
いただきます。
グローバル化が進むこれからの時代を生き抜くために、
九州を地場
とする企業が如何にアジア
（世界）
と向き合い折り合いをつけていくか、
またそこ
（一般受付18：30〜）
に求められる経営者としての見識やスキルについて学び見識を広げる貴重な機
（会費5,500円）
会となるはずです。多くのメンバーに出席していただきますようお願いいたします。

東アジア・黄海経済圏における九州の将来ビジョン
〜経営者はいかに将来像を描くべきか〜

9月9日（金）18：30〜

【日時】

《講演会》19：00〜20：30
《懇親会》21：10〜22：40

【会場】ホテルニュータガワ

【お問い合わせ】例会委員会 委員長

松田 健一郎

