
※ JC…Junior Chamberの略。（青年会議所）　※JAYCEE…青年会議所会員のこと。

社団法人北九州青年会議所［事務局］〒802-0082 北九州市小倉北区古船場町1-35 北九州市立商工貿易会館6F
TEL：093-531-7910    FAX：093-551-0212     E-mail：room@kitakyushu-jc.jp

2011年9月号［広報誌］

北九州メディアドーム北九州メディアドーム
九州最大級の全天候型イベント施設に全国のJAYCEEが集結しJC運動を発信。

大会式典・卒業式 予定会場

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）

公益社団法人 日本青年会議所

2012年度 第61回

会場予定地
★特集★
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8月27日、第60回全国会員大会
名古屋大会総決起集会が名古屋
国際会議場にて開催され、多くの
メンバーで参加してまいりました。
全運メンバーと名古屋JCメン

バーの決意表明を聞きながら、ま
た、名古屋JCメンバーの細部にま
で行き届いたおもてなしから、大会
に懸ける熱い想いがヒシヒシと伝
わってきました。そこにはメンバー一人ひとりが大会成功に向けて並々ならぬ努
力を重ねてきた確かな自信とわがまちに対する誇り、そして直前に迫った大会へ
の期待が溢れんばかりに湧き出ているそのものだと感じました。全国会員大会
はこの総決起集会から既にスタートしていると言われています。
まずは、9月29日（木）～10月2日（日）に開催の「第60回全国会員大会名古屋
大会」にみんなで行き、「大会の鍵」を北九州の地へ持ち帰りましょう。そして、来
年の第61回全国会員大会北九州大会総決起大会では、私たち北九州JCメン
バーがしっかりとした決意を持って臨めるよう、LOM一丸となって精進してま
いりましょう。

全国会員大会準備第1委員会 委員長　松井 聡
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第60回全国会員大会名古屋大会総決起集会
公益社団法人日本青年会議所

現地調査風景（2011.4.23）

北九州メディアドームは、オリンピック競技種目にもなっている競
輪の発祥の地であり、わがまちの文化発信シンボルとして市民か
ら親しまれている、全天候型の多目的イベント施設です。
最大2万人収容の巨大空間に、大会参加者が一堂に集うことがで
き、スーパーワイドビジョンなどのマルチメディア機能を活かした
迫力の演出効果が期
待できます。
全国の同志が集結す
る、最大のJC運動発
信の場としてふさわし
い「大会式典」を、ま
た卒業生を盛大に讃
えるすばらしい「卒業
式」を構築します。

SPECIAL EVENT REPORT
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8月16日から21日までの6日間、台北の子どもたちを北九州の家庭に受け入
れる「第42回IFP児童交換事業」を開催いたしました。
初日に北九州JC事務局で行われた対面式では、IFP阿納団長から「WHY 

NOT？（どんな事にも挑戦してみない？）」のテーマで行われるこの事業を通し、
新しい環境で新しい友達と様々なことにより積極的に挑戦することで好奇心・向
上心・自立心を養い、成長の一助けとなるようにとの挨拶があり、子どもたちは緊
張した表情で聞き入っていました。その後はそれぞれの受け入れ家庭での生活
がメインで、次の全体での活動は3日目に蛇渕キャンプ場（京都郡みやこ町）で
行われた1泊2日のキャンプでした。子どもたちはカレーづくりやバーベキュー、川
遊びなどでメンバーとの交流を深めました。また、5日目にはステーションホテル
小倉でフェアウェルパーティーが開催され、子どもたちは歌や踊りを披露してく
れ、最後には涙を流す子どももおり感動とせつなさが込み上げてきました。次の
日、無事帰国され大きなトラブルもなく6日間の事業を終えました。
私はこの事業を通じて、子どもたちの純粋なチャレンジ精神を肌で感じること

ができ、この事業に参加して本当によかったと思いました。
台北交流委員会　竹中 保之

第42回 IFP児童交換事業
■開催日：8月16日（火）～21日（日）　■会場：北九州市内他 01
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9月3日・4日の2日間、原鶴温泉「泰泉閣」にて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アカデミーグループ第4回全体事業『アカ
デミーだよ!全員集合!』が開催され、福岡ブロック21LOMから入会3年未満
のメンバー約80名が集いました。
はじめに、委員会別綱引き大会が開催され各委員会の結束を図りました。

その後、21LOMの理事長を講師に迎えて、『アカデミーだよ!全員集合!』が
居酒屋の青春形式で開催され、アカデミーメンバーより、JC活動においての
素朴な疑問、悩み、仕事とJCとのバランスなど様々な質問が飛び交い、深夜
まで熱い語り場となりました。翌朝、昨晩の語らいで感じ取った多くの気づき
を、筑後川を挟んで対岸にいるアカデミー委員長へ「JCスピーカー」を用い
て決意表明しました。
この事業を通じ多くの方 と々語らい、多くの気づきがありました。この気づ
きをLOMでの活動に役立てていきたいと思います。
福岡ブロック協議会 アカデミーグループ第4委員会 松藤 浩史（KDS実行委員会）

■開催日：9月3日（土）・4日（日）　■会場：原鶴温泉 泰泉閣 02
EVENT REPORT

※ IFP…International Family Projectの略。台北JCとの姉妹JC締結を期に始まった児童交換事業で毎年交互に訪問と受入を行う。※ IFP…International Family Projectの略。台北JCとの姉妹JC締結を期に始まった児童交換事業で毎年交互に訪問と受入を行う。

2011年度 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 第4回アカデミー全体事業

2012年度 理事長予定者および役員予定者のご紹介 INFORMATION

副理事長

専務理事
藤本　知秀

戸町　志穂

内川　英樹
角田　周一
末松　雅之
平野真一郎
前田　　一

常任理事
安東　崇夫
岸本　秀康
桑島清太郎
小嶋　　亮
許斐　智夫
松井　　聡
守田　　徹
矢野　晶照
山下　浩毅

理　事
瓜生　資識
大貝　敏之
大山　正則
國政　博文
小金丸数嘉
兒玉　雄太
小嶋　　慶
郷田　和正
宗　　守浩

事務局長
小森　敏弘

第61回全国会員大会
北九州大会
実行委員長
末松　雅之
第61回全国会員大会
北九州大会
事務局長
小嶋　　亮

壺山　貴生
野上　祐貴
濱田　龍介
原田　茂樹
松成　七重
棟久　裕文
山田康一朗
吉田　幸正
力武　清人

理事長

小田　　剛
監　事
石川　利彦
岡本　興大
東原　文久 ※敬称および予定者略

常務理事



社団法人北九州青年会議所

9月9日～11日の3日間、大分市内各会場にて「九州地区大会2011in大分」が開
催されました。
北九州JCからは約100名の参加があり、多彩な講師陣を迎えた各フォーラム・セ

ミナーを始め、九州の「たから」を集めた「地域活性九州たから市」や「豊の食フェス
タ」と題した、大分県下のグルメが一度に集う大懇親会が行われました。その中で永
田理事長を中心に全国会員大会北九州大会のPRを行い、来年の開催に向けて九
州地区内メンバーとの結束を図ることができました。その後のLOMナイトでは、多く
のメンバーと語り合い、翌最終日の大会式典をもって大会の幕を閉じました。また、
今大会には北九州JCより地区大会運営委員会の委員長として出向の岡本興大君
をはじめとする出向メンバーも大会の準備から運営に至るまで活躍していました。
今回の大会を通じて、日頃の九州地区協議会の運動に対する理解はもちろんの

こと、出向メンバーの活躍を直接知ることにより組織の連携を高める良い機会とな
りました。

全国会員大会準備第3委員会 委員長　濱根 宗司

2011年度 公益社団法人日本青年会議所

九州地区協議会 九州地区大会2011in大分
■開催日：9月9日（金）～11日（日）　■会場：iichiko総合文化センター・大分銀行ドーム（大分市） 04
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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した。
今回は、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、「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～」をテーマとして、会場に集った九州地区で活躍する約
500名の青年経済人に向けて講師卓話をおこなっていただきました。九州（北九
州）という地場を活かし今後いかに世界と向き合っていくべきか、大前氏のグ
ローバルな視点から多くのヒントを得る貴重な機会となりました。また、講演後に
おこなわれた臨時総会では、2012年度の監事・理事の選任、第61回全国会員
大会北九州大会実行委員長及び大会事務局長の選任決議、そして新公益法人
制度改革に伴う総会決議がおこなわれました。また、卒業生スピーチもおこなわ
れ、、猪突猛進党の尾尻憲一君（全国会員大会準備第1委員会）・後藤大輔君
（魅力連携実践委員会）の両名にJC活動の思い出を語っていただきました。

9月度例会は多くの市民の方にご参加いただき、北九州青年会議所の運動を
広く発信すると共に、次年度全国会員大会北九州大会に向け大きな一歩を踏
み出した例会となりました。

例会委員会 委員長　松田 健一郎
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会員拡大活動のお願い INFORMATION

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/

ホームページで活動報告や
イベント情報を
今すぐチェック！

ホームページで活動報告や
イベント情報を
今すぐチェック！

ケー
タイか

らも

アクセ
スOK!

9月度例会 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～
株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長

■開催日：9月9日（金）19：00～21：40　■会場：ホテルニュータガワ

テーマ
大前 研一 氏講師

※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）　※ 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。※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）　※ 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。

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。
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メンバーとして参画する事に他なりません。
全員参画！「一人が一人、仮入会者を紹介する！」。
新しい多くの出逢いをみんなで新入会へと導いて参りましょう!!

【お問い合わせ】 JAYCEE拡大委員会 委員長　山賀 英生

会員数300名体制の確立を目指して！
全員参画！ ～TRY JAYCEE 1to1！～

10月度 Jコンの
お知らせ

日時：10月19日（水）19時start
会場：小倉飯店　会費：4,000円

司会：西田 一 君司会：西田 一 君 尾尻 憲一 君尾尻 憲一 君 後藤 大輔 君後藤 大輔 君
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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

Yame JC Ohkawa JC

社団法人 八女青年会議所
2011年度 理事長　牧野 禎弘 君

社団法人 大川青年会議所
2011年度 理事長　佐藤 元昭 君

私達（社）八女青年会議所の活動エリアである八女市と広川町は
福岡県の県南に位置し、お茶やフルーツ等の農産物と仏壇や提灯等
の伝統工芸の調和がとれた緑溢れるまちです。
このエリアで今、日本人が失いかけている自利利他の心等を復活
させるべく「ホスピタリティ精神の復活」をスローガンに掲げ日々運動
を展開しています。
そして1年後に迫った第61回全国会員大会北九州大会に向け、副
主幹LOMとして主管される（社）北九州青年会議所をホスピタリティ
溢れる心で最大限バックアップして行きます。
永田理事長をはじめ北九州JCの皆さん、大会成功に向け共に頑

張りましょう!

私達（社）大川青年会議所は本年度「絆を力に!大志を抱き!未来（あ
す）への一歩を踏み出そう」のスローガンのもと会員44名で一丸となり
強い絆のもとJC運動に邁進しています。特に1995年から続く青少年
育成事業である「未来人スクール」は地域（まち）の皆様からの信頼も
厚く、近年は団員として参加した子供達が成長し、リーダーとして参画
してくれるようになり、当青年会議所の主要事業の一つであります。
いよいよ目前に迫った第61回全国会員大会北九州大会は、副主管

LOMとしては勿論のこと、同じ志をもつ同志として強い「絆」で大川青
年会議所メンバー一丸となり、成功へ向けしっかりと支援したいと思
います。北九州JCの皆様、これから大変でしょうが、ともに盛り上げて
行きましょう!

10月度公開例会のお知らせ INFORMATION

だより

http://www.kpfmmf.jp/zoo/詳しくはホームページで

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

今年は9月16日時点で現在7位に位置するギラヴァンツ北九州。9月はホームゲー
ム3連戦となる中、2試合連続ゴールを決めたのはMF13・関 光博。2009年より在
籍しJ2昇格にも尽力したひとりであり、昨年は唯一の1勝であった3月21日VS東
京V戦で得点を決めていた。
今季はサイドで攻撃のスピードをドリブルで速め、そのあとに迅速に守備へと切り

替えていくその存在は、試合のリズムを操り前向きな空気を作り出す。
後半戦へ突入し、対戦チームが北九州を研究したであろうことから引き分けに持

ち込まれる中、関が点を決めることに重みを感じるのは、昨年の屈辱を乗り越えひ
とまわり成長し頼もしさをプラスした結果。自分のため以上にチームのため、サポー

ターのために1つ1つ試合を積み重ねる姿を是非、会場で見
て欲しい。そして、選手たちと一緒に1勝の重みを噛み締めて
もらえればと思う。

ギラヴァンツ北九州　広報担当　津川 弘子

ホームページ情報

湘南ベルマーレ湘南ベルマーレ
10月19日（水）10月19日（水）19：00 KickOff

本城陸上競技場
19：00 KickOff
本城陸上競技場湘南ベルマーレ

10月19日（水）
Ｊリーグ・ディビジョン２ 第6節

vs
19：00 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！

闘志の理由闘志の理由闘志の理由

全国会員大会決起例会
例　会 18:30～20：30

全国会員大会決起タイム
北九州イノベーションギャラリー

懇親会 20:35～21：45
全国会員大会に向けて盛り上がらナイト
東田第一高炉史跡広場

開催日 10月11日（火）
1901年、日本の20世紀へ向けたイノベーションとして
高炉に火が入ったこの場所で、
全国会員大会北九州大会へ向けてLOMの魂に火が宿る…
一年後の10月11日、この東田の地で
全国会員大会北九州大会の開会が高らかに宣言されます。

東田の地で
開催決定！

東田の地で
開催決定！全国会員大会決起例会

マジカルハロウィン

諸聖人の祝日の前夜（10月31日）の祭りハロウィンの季節です。
到津の森公園では、園内をオレンジと黒のハロウィンカラーに彩り、
かかしやカボチャ人形などがあちこちに登場します。

10月15日（土）
31日（月）

～
まで開催！

10月16日（日）・23日（日）・30日（日）

10月10日（月祝）
到津の森ちからまつり

10月9日（日）
ファン感謝祭

里のいきもの館レクチャールームおよびその周辺場所

★フクロウと一緒に記念撮影

★動物になってみよう!
～アニマルメイク&コスチューム～

★魔女のぼうし作り教室

14:00～14:30

10月23日（日）・30日（日）
「トリック・オア・トリート」の合言葉でキャンディがもらえる!

各日11時・13時・15時から30分程度

期間中の土日、31日（月）
仮装して来園したお客様全員に記念品をプレゼント!

9:00～17:00

13:00～15:00

13:00～15:00
参加費200円 (材料費) 

※動物の体調により、中止になる場合があります。

※受付は13：45まで　※材料がなくなり次第終了

マジカルハロウィン

10月15日（土）
31日（月）

～
まで開催！

楽しいハロウィンイベントを多数開催！

※小学生以下限定、数に限りあり

ハロウィン期間中の
うれしいプレゼント企画
ハロウィン期間中の
うれしいプレゼント企画

◎北九州屋台村
◎ゆるキャラ大集合!!
◎チャリティバザー!
◎学園祭大集合
◎はたらくくるま大集合！
◎仮面ライダーオーズショー など

主催：到津の森ちからの会

日頃のご支援に感謝して、
イベントを多数開催！

イベン
ト

盛りだ
くさん

!
イベン

ト
盛りだ

くさん
!

イベン
ト

盛りだ
くさん

!


