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2011年8月号［広報誌］

8月6日・7日、北九州の夏の風物詩「わっしょい百万夏まつり」が開催されました。
本年は、被災地の一日でも早い復興を願い、応援スローガン「がんばろう!日本～とどけよ

う、北九州（みんな）のチカラ～」として、まつりを迎えました。
夕方からの突然の雨で、よさこいパレードが中止となりましたが、その他のパレードは、安
全で安心な運行ができ、まつりを大いに盛り上げることができました。
まつり大集合では、入会まもないアカデミーメンバーが中心となって各ヤマと協力しあい、
熱いまつりを作り上げてくれました。

7日に行われた「わっしょいキレイにし隊」では、300人を超える多くの市民の方が参加し
て、「日本一きれいなまつり」にするための清掃活動をはじめとする市民意識変革運動を行な
いました。また、本年は、日本たばこ産業様のご協力もいただき、私たちの運動を共に発信す
ることで、市民への啓蒙活動の幅を広げることにも繋がりました。
この2日間、みんなが一致団結して「がんばろう!日本」の想いを胸に秘め開催された夏まつ

りの経験は、入会間もないアカデミーメンバーにとって、貴重な財産となりましたし、今後のJC
運動に対して、熱い思いで邁進出来る自信と覚悟を持つことができたと思います。最後になり
ますが、まつり期間中、北九州JCメンバーのご協力、ご指導に深く感謝・御礼申し上げます。

アカデミー第1委員会 副委員長　原口 和也

8月6日・7日に開催された「わっしょい百万夏まつり」と平行して「ひ
まわり百万人プロジェクト」を行いました。
会場である勝山公園大芝生広場には、多くの市民の皆様が約2ヶ

月間に渡り愛情を持って育てた「ひまわり」一万本以上が集まり、会
場を華やかに彩りました。今年は、まつりの応援スローガンである「が
んばろう!日本」をひまわり文字にして、東日本へ元気を届けようという
強い想いが、大きな成功に繋がったのではないかと思っています。
あっという間の2日間でしたが、開催に至るまでアカデミーメンバー
全員が一丸となって、様々な準備をおこなってきました。そんな経験を
したなかで見る、北九州市民の想いがたくさん詰まった「がんばろう!
日本」のひまわり文字は、美しく力強く感じました。この事業を糧にし、
今後も様 な々事業に積極的に参加していきたいと考えています。

アカデミー第2委員会　杉原 美保

「わっしょい百万夏まつり」の花火大会を舞台に、大規模な啓発と実際に花火から発生す
る温室効果ガスをカーボンオフセットする効果を狙った『百万まつりでライトダウン』を開催
し3年目になります。
本年は3月に起こった震災を機に、全国的に電力不足のため「15%」の節電が必要とされ

たので「環境モデル都市」である北九州市民が心をひとつにしライトダウンに取り組む事で
「がんばろう!日本」を大きく発信できると考え事前登録数は花火をカーボンオフセットする
1,650世帯に加え、北九州市の世帯数の約15パーセントの6万世帯をチャレンジ目標として
掲げました。2009年が2,913件、2010年が3,615件の事前登録に対して本年の集計結果数
は9,325件と飛躍し市民に運動が根付いてきた事を実感しています。チャレンジ目標には到
達はしませんでしたが、高い目標を掲げる事で新たな問題点や手法が多く見つかりました。

エコアクション実践委員会 委員長　高橋 雅彦

ひまわり百万人プロジェクト

ライトダウン事業

まつり全般・わっしょいキレイにし隊

■開催日：8月6日（土）・7日（日）
■会　場：小倉城周辺・小文字通り及び勝山公園 等
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7月16日・17日の2日間、パシフィコ横浜にてサマーコンファレンス2011が開催
されました。このサマーコンファレンスは、公益社団法人日本青年会議所（以下、
日本JC）の運動を広く発信する場として、そこで得た気付きを自らの地域に持ち
帰り、魅力あふれる輝く地域を創り出す活力となることを目的としています。
本年もこの青年会議所運動の広がりへの期待から全国各地から大勢の参加

があり、北九州JCからも80名以上のメンバーが参加しました。また、「主権国家
確立フォーラム」では、日本JC主権国家確立委員会委員長として出向の小田剛
君がコーディネーターを務めるなど、多くの出向メンバーの活躍する姿が見受け
られました。16日には重慶飯店別館にてLOMナイトが開催され、多くのメンバー
と語り合い、他LOMとの交流も盛んに行われました。
今回の参加を通じて、日本JCの活動内容や方向性への理解を深めることがで

き、JC運動へ積極的に参加する意識をさらに培うことができました。
全国会員大会準備第3委員会　榮 隆志

サマーコンファレンス2011公益社団法人
日本青年会議所
■開催日：7月16日（土）・17日（日）　■会場：パシフィコ横浜 01

EVENT REPORT

7月17日サマーコンファレンス終了後にT'S横浜パシフィックホール1にて全国の環境モデル都
市のLOMの代表者等が集まり『全国環境モデル都市JCサミット事前会議』を開催しました。
当日は内閣官房地域活性化統合事務局、㈱エコノスの長谷川社長、日本JC次世代環境モデル
構築委員会、九州地区協議会環境モデル構築委員会の委員長他も参加していただきました。
最初に水俣JCの荒瀬直前理事長に昨年開催した九州環境モデル都市JCサミットの感想を述

べていただき、次に各LOMと環境モデル都市としてのメリットや現状の問題点、環境モデル都市
のLOMとしての役割及び使命について話し合いました。また協議会発足、今後のスケジュール、行
政アンケートの提案をさせていただき皆様からは忌憚無きご意見を頂戴しました。次回10月の調
整会議では今回の意見を踏まえ協同運動のメリットや今後のビジョンを明確にしたいと思います。

エコアクション実践委員会 委員長　高橋 雅彦

全国環境モデル都市JCサミット事前会議
■開催日：7月17日（日）14:00～16:00　■会場：T’s横浜パシフィック ホール1 02
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8月6日、わっしょい百万夏まつり期間内に紫川水上ステージにて、水球水上歩行
体験をまた、鴎外橋ではウォータースクリーンにて、文字や画像の投影を行いました。
当日はあいにくの空模様となり水上歩行体験では安全確保の為、30分短縮しての
開催となりましたが、開催後は多くの希望者が集まり、紫川の過去と現在を考えるア
ンケートと共に多くの子どもに楽しんで参加頂きました。また、鴎外橋では「がんばろ
う！日本！！明日に架ける橋」の文字やひまわりの画像等を投影したウォータースク
リーンに明るい時間帯からスクリーンとなる水の滝に観衆が集まり川辺で涼をとり、
水の新たな活用を観覧いただくことができました。
参加された方に水に触れて考える体験を通じて、紫川の今を見つめ、水と水辺の

新たな可能性や水の魅力に気づいていただける機会になりました。実施までに本当
に多くの方のご理解とご協力頂きました事を感謝申し上げます。

魅力連携実践委員会 委員長　高藤 章雄

ブルーベルトプロジェクトin紫川
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8月度 新入会者のご紹介 NEW FACE

辻川 貴雄 君
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1982年8月30日
㈲オブジェ
國政・尾尻

ツジカワ タカオ

木﨑 良平 君
キザキ リョウヘイ
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1981年9月23日
木﨑博法律事務所
山口（隆）・宗・村上

松村 圭一郎 君
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1986年4月24日
松村電気設備
吉田（幸）・元杭

マツムラ ケイイチロウ

橋本 高宏 君
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1979年10月20日
㈱宝進
濱根・吉田（幸）・吉村

ハシモト タカヒロ

佐々木 富英 君
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1980年6月19日
大洋装備㈱
原口・竹内・中野（智）

ササキ トミヒデ

森尾 泰之 君
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1984年4月22日
小倉かまぼこ㈱
林田・吉田（幸）

モリオ ヤスユキ
今田 信之 君
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1977年1月9日
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー
山賀（英）・濱田

イマダ ノブユキ

会員数300名体制の

　　　　確
立を目指し

て！全員参画！
 ～TRY JAYCEE 1to1！～

検 索 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！

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！http://www.kitakyushu-jc.jp/

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

らも

アクセスOK!

※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）※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）



社団法人北九州青年会議所

8月9日門司港ホテルにて、8月度例会を開催いたしました。
今回の例会にはスリランカより、JCI歴代会頭・北九州JC名誉
会員でありますイスファハーニ・サミーン氏にご訪問いただき、ご
挨拶賜りました。また、富山でおこなわれました第24回JCI国際
アカデミーの報告を林田直子君におこなっていただきました。通
常総会では、2012年度理事長予定者として小田剛君が選任さ
れました。また、その後の挨拶にて、次年度に向けての思いを力強
く発信していただきました。企画としておこないましたプレゼン
テーションでは、各委員会の代表者が各自2分間でスピーチや特
技披露などをおこない例会を盛り上げました。
サミーン氏をはじめ、ブロック大会PRに来られた山門青年会
議所の方々、また次年度理事長予定者として選任された小田剛
君のお祝いに駆けつけていただきました日本青年会議所の方々、
多くのみなさまにお越しいただき、また、北九州JCメンバーによる
報告やスピーチなどで非常に活気のある例会となりました。

例会委員会 委員長　松田 健一郎

8月度例会
■開催日：8月9日（月）　■会場：門司港ホテル 04

EVENT REPORT

7月31日に八幡東区のたしろ少年自然の家にて身近な題
材で､親子で環境問題を考え楽しく体験するというコンセプト
のもと環境問題やエコ・クッキングを学ぶ、もったいないス
クール2011『親子でe-キャンプ』を開催いたしました。
毎日の「食」をテーマとしたエコ・クッキングは、私たち一人

ひとりが、環境のことを考え「買い物」「料理」「片づけ」を実践
することです。それらを通して、私たちにできることを一緒に考
え学びました。当日はカレーとカレーで使用した食材の皮を再
利用してエコ・ハンバーグを料理し昼食後は学んだ事を再確
認するエコ・クイズラリーや水の学習を行いました。また夏休
みに親子で実践したもったいない活動を絵日記やイラストに
して夏休み明けに『親子でe-宿題』を提出していただきます。
宿題は環境ミュージアムで11月末まで展示し他の家族がど
の様な活動を行ったかを知る事で新たな学びに繋がります。

エコアクション実践委員会 委員長　高橋 雅彦

親子でe-キャンプもったいない
スクール2011
■開催日：7月31日（日）9:00～15:30　■北九州市立たしろ少年自然の家 03
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各種大会のお知らせ INFORMATION

九州地区大会2011 in 大分
～私たちが創る!世界に誇る自立した世界の創造～ 連携プレイ。 ～つむぎ出せ！ 明るい未来～
9月9日（金）～11日（日）

公益社団法人日本青年会議所 九州地区協議会

9月29日（木）～10月2日（日）
詳しくはホームページで
http://www.jaycee.or.jp/2011/60zenkoku/

2011年度
第 3 9 回福岡ブロック会員大会 in 山門
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

9月10日（土）
メインフォーラムⅠ

地域活性九州たから市

各種フォーラム・セミナー

大懇親会

LOMナイト

iichiko総合文化センター

大分銀行ドーム

iichiko総合文化センター 他

大分銀行ドーム

tayutau

10:00～12:00

11:00～22:00

13:00～17:15

18:30～20:30

22:00～24:00

9月11日（日）
メインフォーラムⅡ

大会式典
iichiko総合文化センター

iichiko総合文化センター

9:30～10:40

11:00～13:00

主なスケジュール 大会式典
地元飯バトル～食がつむぐ地域づくり～
モザイクアート～笑顔がつむぐアートの力～
大懇親会

サザンクス筑後

県営筑後広域公園

県営筑後広域公園

県営筑後広域公園

10:00～11:45

11:40～14:30

11:40～16:00

17:00～19:00

主なスケジュール
ぜひ
ご家族で
ご来場
ください

9月18日（日）

がんばろうNIPP●N
～ 愛知る地から明るく元気な日本へ! ～

し

2011年度
第 6 0 回全国会員大会

名古屋大会

公益社団法人日本青年会議所
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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 成功に向けて
九州地区 福岡ブロック協議会と

共に築く全国会員大会

Mii JC Chikugo JC

社団法人 みい青年会議所
2011年度 理事長　馬場 良作 君

社団法人 筑後青年会議所
2011年度 理事長　青木 利行 君

私たち（社）みい青年会議所は福岡県の小郡市、大刀洗町、北野町
を活動エリアとしJC運動を展開しております。本年度はスローガンを「」
「With a Smile ～笑顔が創る心の絆～」とし、明るく元気にそして笑顔
で地域の方 と々共に活動しています。また我々が主催致します、小郡の
夜空を彩る「夢HANABI」も本年で40回目を迎え近隣の方は基より遠
方の方 も々多く訪れる事業となりました。
来年に迫った第61回全国会員大会北九州大会では、副主管LOM

として大会の成功に向け全力で支援していきます。北九州JCの皆さん
と共に打ち上げ花火の如く北九州大会を盛り上げていきます。

県営の筑後広域公園や九州新幹線筑後船小屋駅など新しいイン
フラの整備により益々住みよくなった筑後市を活動拠点に、私たち
（社）筑後青年会議所は、市民・行政と共に育むまちやひとづくりを目
指し、2011年度は「志士仁人～個の力を高めよ！今、団結の時～」を
スローガンに、志高く突き進む力強さと他人を思いやる優しさを持つ
人格を形成するため自己研鑽に励み日々活動を行っています。
（社）北九州青年会議所様におかれましては、あと一歩で数年間に
亘る夢が実現しようとしています。第61回全国会員大会北九州大会の
成功に向け私たちも副主管LOMとして支援をお約束致します。一丸
となってがんばりましょう!!

9月度公開例会のお知らせ

大前研一氏 講演会
INFORMATION

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。
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。

【お問い合わせ】 例会委員会 委員長　松田 健一郎

定員に達したため
一般の申込は終了しま

した。定員に達したため
一般の申込は終了しま

した。

【日時】 9月9日（金）19：00～
《講演会》19：00～20：30（一般受付18：30～）
《懇親会》21：30～（会費5,500円）

【会場】 ホテルニュータガワ

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～

ホームページ情報
オフィシャル
モバイルサイト

http://www.giravanz.jp/
携帯だけのレア情報満載！

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

月刊ギラヴァンツ通信

© 2009 GVK

© 2009 GVK

7月、順位を5位まで引き上げてきたギラヴァンツ北九州。1戦1戦を終えるごとに積み上
げてきたチカラが、サポーターだけでなく北九州市民の感心も日々深めていく。そこでやっ
てきた対戦時点での成績を首位としたFC東京との戦い。相手は日本代表クラスを擁する布
陣。今勢いを増すギラヴァンツにとって格好の相手にどんな戦い方を見せていくのか。
序盤から多様な攻撃パターンを見せてきた相手にペースをとられつつも、気持ちは崩さ

れることなく、まずは全員で堅守を発揮していく。そうするうちに、中々崩れない牙城に相手
が体力を酷使することになる。
そこで迎えた後半。関が持ったボールを池元めがけて折り返し、池元が振り切ったボー

ルは弧を描きゴールに吸い込まれる。下を向かない気持ちがつくり出した劇的な一瞬。ホー
ムで首位を陥落させる。そう簡単には想像できなかった場面のあとに、
池元が監督へ駆け寄り抱き合って喜ぶ姿が初めてみられた。FC東京
の足も止め、勝点を手中に収めたギラヴァンツの進化はまだまだ続く。

ギラヴァンツ北九州　広報担当　津川 弘子

首位を倒す意志首位を倒す意志

徳島ヴォルティス
9月10日（土）
徳島ヴォルティス

9月10日（土）
Ｊリーグ・ディビジョン２ 第27節

vs
18：00 KickOff
本城陸上競技場
18：00 KickOff
本城陸上競技場

JR折尾駅か
ら

シャトルバ
ス運行！JR折尾駅か
ら

シャトルバ
ス運行！

首位を倒す意志

だより

詳しくはホームページで

動　物
慰霊祭

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

9月11日（日）・25日（日）
13：00～15：00

各回 100円（材料費）

※受付は13：45まで  ※別途入園料が必要

オリジナルサンバイザーを作ろう
わくわく体験教室

料金
里のいきもの館
レクチャールーム

場所

場所

入園料無料!!イベント盛りだくさん

【開園時間2時間延長】【開園時間2時間延長】【開園時間2時間延長】

※駐車料金、遊具利用、エサやりは通常通り有料です。

到津の森の昆虫展

9月中旬まで開催中!

動物愛護デー動物愛護デー
9月23日（金・祝）9:00～19:009月23日（金・祝）9:00～19:00

9月23日（金・祝）9:30～10分程度

9月25日（日）まで開催中!

郷土の森林 動物慰霊碑前

9月23日（秋分の日）は「動物愛護デー」として、子どもから大人まで入園料無料で当園をお楽しみ
いただけます。また、当園のボランティア「森の仲間たち」や、動物愛護センター、北九州市獣医師
会等による楽しいイベントが盛りだくさん!さらに、開園時間を2時間延長して夜7時まで営業!
ゆっくりと園内でお過ごしください。

主に日本国内の水辺の生き物を展示している園内の「里のいきもの館」で、到津の森で採集
した昆虫を展示します。古くからの大木が多く残る到津の森には、どのような昆虫たちが生
息しているのでしょうか。この機会に、身近な昆虫たちをじっくりと見てみませんか。

も　　り

場所 里のいきもの館

観覧料無料
入園料は必要

昨年の慰霊祭以降、これまでに当園で亡くなった動物たちに献花します。

林床の世界（ゾウ～トラ舎周辺）場所
株式会社 ナベシマ協力

ひんやりミスト
涼しくて気持ちいい!

木々からまるで本物の霧が発生しているような
ミストを体感してみませんか？

※約300名の一般の方が来場されますので、メンバーのみなさまはお早めにご来場ください。
　また、周辺駐車場が限られておりますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。


