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大会初日9月29日、地球市民交流センターにて「開会式・ウェルカムレセプショ
ン」が開催されました。開会式では厳粛なムードの中、名古屋JC鈴木実行委員長よ
り大会概要や日程紹介が行われ、声高らかに開会が宣言されました。ウェルカムレ
セレプションでは、主管・副主管LOMによる「がんばろうNIPPON」の太鼓演奏等
が行われ、名古屋JCの大会に懸ける想いと歓迎ムードが溢れていました。
来年主管する北九州JCにとって、日本各地のメンバーに大会への想いを伝える

と共におもてなしの場として、次年度事業を構築していく貴重な機会となりました。
全国会員大会準備第1委員会 幹事　小森 敏弘

大会2日目、3日目、ナゴヤドームにて「地域活性たから市」が開催されました。
今年度より新たな運動として、「食」に限定せず、ものづくりの技術等の地域資
産を会場に集めることで、地域特有の豊富なチカラである「地域のたから」を再
認識する機会となりました。また、北九州JCからも2ブースを出展し、北九州の
たからを存分にPRでき、新たなまちづくりへ向け、地域経済活性の鍵となる「地
域のたから」の活用の重要性を共有できました。
そして、来年の北九州大会へ向けて、主管青年会議所として発信していく大

きなヒントを得ることができました。
全国会員大会準備第2委員会 副委員長　宗 守浩

9月29日～10月2日の日程で名古屋国際会議
場、ナゴヤドーム等の名古屋市内各所にて、「第
60回全国会員大会名古屋大会」が開催され、
北九州JCからは約130名の参加がありました。
大懇親会、大会式典等の重要ファンクション
を始め、大会全般にわたる運営のお手伝い等、
あらゆる場所でLOMメンバーが一丸となって
本大会に参画し、来年の「第61回全国会員大会
北九州大会」に向け、大会を学ぶ大変貴重な機
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

開会式・ウェルカムレセプション
【開催日時】 9月29日（木）16:00～18:30
【開催場所】 地球市民交流センター

地域活性たから市
【開催期間】 9月30日（金）・10月1日（土）
【開催場所】 ナゴヤドーム

10
October

SPECIAL
TOPICS

特集 第60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

【開催期間】9月29日（木）～10月2日（日）　【開催場所】名古屋国際会議場、ナゴヤドーム等

※ JC…Junior Chamberの略。（青年会議所）
※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）
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全国会員大会名古屋大会の2012年度理事長・専務理事予定者ミー
ティング後の昼食時間を利用し、『全国環境モデル都市JCサミットランチ
ミーティング』を開催しました。今回は前回の事前会議後のLOM内での
協議内容の報告、今後のスケジュール内容、各環境モデル都市の行政か
ら頂いたアンケートの報告を行い、最後に各次年度理事長や関係メン
バーの紹介をおこないました。
食事をしながらの短時間なミーティングではありましたが各LOMの情
報の共有と良い顔合わせの場となり次年度に繋がる架け橋になりました。

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 ランチミーティング

大会最終日の10月2日には、ナゴヤドームにて大会式典・閉会式（卒業式）が
行われました。大会式典では名古屋JCから北九州JCへ「大会の鍵」の伝達、メ
ンバーが登壇しての北九州大会のPRが行われ、北九州JCの主管のスタートを
メンバー全員で自覚することができました。
閉会式では、サプライズゲストに石井竜也氏を迎え、会場一体が盛り上がる
感動的な演出で卒業生を送り出しました。また、北九州JCメンバーも一部スタッ
フとして設営や運営に携わらせていただき、来年の北九州大会成功に繋がる実
り多き大会式典・閉会式となりました。

全国会員大会準備第2委員会 委員長　山下 浩毅

大会式典・閉会式（卒業式）

10月度 新入会者のご紹介 NEW FACE

高橋 啓太 君
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1985年1月21日
魚町てっぱん横丁
牧野 秀寿・宮熊 伸一

タカハシ　ケイタ

野尻 久夫 君
ノジリ　ヒサオ
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1976年5月19日
（社福）宏隆会 舞ヶ丘明静苑
小野 卓爾・松井 聡

藤川 昭彦 君
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1982年2月18日
JAGZZY
清水 宏晃・壷山 貴生

フジカワ　アキヒコ

今泉 仁志 君
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1977年7月29日
いずみトロフィー九州
吉武 太志・大貝 敏之

イマイズミ　ヒトシ

愛知県名古屋の地にて公益社団法人名古屋青
年会議所主管のもと開催された『第60回全国会員
大会名古屋大会』ですが、今年の大会は我々北九州
青年会議所にとって、過去にないとても特別な大会

でありました。すなわち、長年の夢であった全国会員大会主管を来年に控え、
60回にわたり引き継がれてきた「大会の鍵」をいよいよ我々が受け継ぐ年であ
り、また全国会員大会を学ぶことのできる最後の機会でもありました。
大会期間中、全国大会運営会議に出向しているメンバーの、早朝より深夜ま

で様々な会場で活躍している姿はとても印象的でした。また出向メンバーのみ
ならず、多くのLOMメンバーも、主管である名古屋青年会議所様のご厚意によ
り、様々なファンクションに参画をさせていただき、まさに来年度第61回全国会
員大会北九州大会への懸け橋となるべく、とても貴重な経験を得ることの出来
る大会となりました。

社団法人北九州青年会議所 副理事長
公益社団法人日本青年会議所
　　　　　　全国会員大会運営会議 副議長

末松 雅之

【開催日時】 10月1日（土）11:45～12:45
【開催場所】 名古屋国際会議場 会議室224

【開催日時】 10月2日（日）9:40～12:55
【開催場所】 ナゴヤドーム

特集
SPECIAL
TOPICS第60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

全国会員大会期間中
同時開催LOM事業

会員拡大活動のお願い INFORMATION

2011年度の新入会員を迎えるチャンスも残すところあと1回となりま
した（1974年［昭和49年］生まれの新入会員を迎えられるのも本年
度が最後です）。北九州JCが掲げる｢明るい豊かな北九州の実現｣と
いうビジョンに大いに近づくチャンスが2012年度第61回全国会員大
会北九州大会の開催によって生まれます。大会での貴重な経験を得
る準備をしっかり行うためには、本年度中に一人でも多くの方を新入
会へ導くことに他なりません。12月度入会審査会では多くの入会希望
者の方にお越しいただけるよう最後の最後まで諦めずに「全員参画!」
で拡大活動を続けて参りましょう!!　

【お問い合わせ】 JAYCEE拡大委員会 委員長　山賀 英生

（17：30集合）日時：11月30日（水）18時～19時
会場：北九州市立商工貿易会館6F CP601
※入会希望者・紹介者の方は
　11月15日（火）までに必要書類をご提出ください。

12月度
入会審査会
のおしらせ



社団法人北九州青年会議所

10月11日北九州イノベーションギャラリーにて、10月度例会を開
催いたしました。
今回は、2012年全国会員大会主管へ向けてLOMメンバーの士

気を喚起させるべく、全国会員大会決起例会としておこないました。
本年度全国会員大会名古屋大会の映像、そして公益社団法人名
古屋青年会議所より引き継いだ大会主管の鍵をお披露目し、また
LOMメンバーに北九州大会へ向けて抱く思いを旗に刻んでもらい
「誓いのノボリ」の制作をおこないました。大会決起をおこなった後
には卒業生スピーチもおこなわれ、猪突猛進党の小林康弘君(エコ
アクション実践委員会)・石井浩春君(台北交流委員会)の両名に
JC活動の思い出を語っていただきました。

10月度例会は一年後の同日・同会場にておこなう予定である
2012年全国会員大会の開会式典へ思いを馳せ、士気昂揚を図り、
LOMの結束力を強めることができた意義ある例会となりました。

例会委員会 委員長　松田 健一郎

10月度例会 ［全国会員大会決起例会］
■開催日：10月11日（火）18:30～20:30　■会場：北九州イノベーションギャラリー 03

EVENT REPORT

10月10日、到津の森公園におきまして、到津の森公園ちからの
会主催による『到津の森ちから祭り』が開催されました。
園の存在をPRし、北九州市民の力で盛り立てていくための事
業でしたが、当日は天候にも恵まれ、また連休最終日ということも
あり、多くの来場者に恵まれました。芝生広場でのバザーや屋台
村、ゆるきゃら大集合。はたらく車の展示や学園祭PR、そして仮
面ライダーショーなど、公園内の様 な々場所でイベントが行われ、
多くの来園者の笑顔を見ることができました。また、園の運営を
補助する動物サポーターや友の会なども積極的に広報すること
ができ、多くの方 に々入会していただくことができました。
今回の事業を通じて、この園が、我 J々Cメンバーと様々な場所

から来られた方々が、自然と動物に触れあえるかけがえのない場
所であること、それを自分たちの手で支えていくことの大切さを実
感することができたことで、非常に意義のある事業となりました。

アカデミー第2委員会　橋本 高宏

到津の森ちからまつり到津の森公園
秋イベント
■開催日：10月10日（月・祝） 9:00～16:00　■到津の森公園 02

EVENT REPORT

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!

9月18日、サザンクス筑後及び筑後広域公園にて「第39回福岡ブロック会
員大会inYAMATO」が開催されました。
北九州JCからは約100名の参加があり、福岡県内の特色豊かな料理を
集め、来場者の投票でグランプリを決定する「地元飯バトル」を始め、メン
バーのご家族も一緒になって楽しんでいただける様 な々催しが開催されまし
た。夕方からは恒例の大懇親会が開催され、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福岡ブロック
内メンバーとの結束を固める図ることができました。また、今大会には北九州
JCより多くの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おり、
夕方から降り出した雨の中、臨機応変に対応する姿が大変印象的でした。
今回の大会を通じて、日頃の福岡ブロック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

第39回福岡ブロック会員大会 inYAMATO
■開催日：9月18日（日）　■会場：サザンクス筑後、筑後広域公園 01

EVENT REPORT

小林 康弘 君小林 康弘 君

石井 浩春 君石井 浩春 君
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11月度例会のお知らせ

事業報告例会
INFORMATION 今後の主な事業スケジュール INFORMATION

11月9日ホテルニュータガワにて、11月度例会を開催いたします。
2011年度、私たち（社）北九州青年会議所は「明日に架ける橋」をテーマとし、
2012年全国会員大会の主管LOMとなる前年の貴重な1年間を大会への準備を
おこなうと共に、様々な事業に取り組んでまいりました。
年度の終盤である11月において、本年度おこなってきた事業をしっかりと検証し、
LOMの方向性を再度確認することは、翌年の全国会員大会北九州大会に向けて
の力強い架け橋となるはずです。
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します。

【お問い合わせ】 例会委員会 委員長　松田 健一郎

【日時】 11月9日（水）18:30～20:40
【会場】 ホテルニュータガワ

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

10月1日の岐阜戦。10月に3度戦う相手に、どんなふうに挑んでいくか。久々
の勝利をホームで待つサポーターに見せたいと切に願うキモチは、選手の中で
強い闘志として現れる。失点してもくい下がることのない試合展開に期待が生
まれてくる。
点の取り合いとなり2-2、待ち焦がれる3点目。そこを決めたのは今年新加
入の森村。得点直後にユニフォームのギラヴァンツ北九州のエンブレムにキス
をするという行動を見せた。サッカーとなると人が変わり熱くなるタイプで普
段は内に秘めた選手。その森村が見せた行動に驚いた。まだJ2年目のクラブ

で何となくサポーターや選手、周りを支える人たちがギラヴァ
ンツへのキモチをあらわにすることがまだ少ない中で、じんわ
りとこのクラブへの『キモチ』をみせてくれた。

ギラヴァンツ北九州　広報担当　津川 弘子

熱いキモチ。熱いキモチ。

ロアッソ熊本ロアッソ熊本
11月12日（土）11月12日（土）

Ｊリーグ・ディビジョン２ 第35節

vs
14：00 KickOff
本城陸上競技場
14：00 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！JR折尾駅か
ら

シャトルバ
ス運行！

熱いキモチ。

だより

詳しくはホームページで

秋の企画展

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

11月27日（日）
13：00～15：00

100円（材料費）

※受付は13：00～13：45まで  ※別途入園料が必要

クリスマスツリーの
タペストリーを作ろう

わくわく体験教室

参加費

里のいきもの館
レクチャールーム

場所

日本猿っち知っとぉ?日本猿っち知っとぉ?日本猿っち知っとぉ?

10月15日（土）～11月13日（日）

11月15日（火）～12月18日（日）

【第1部】

●会場：管理センター2階 ロビー　●観覧料：無料（入園料が必要）

かわいいっちゃ、ニホンザル

【第2部】ニホンザルっち、しっとお？

ニホンザルは世界の霊長類の中でもっとも北限（北緯）に生息し、また日本に唯一生息す
る霊長類として、わたしたちにはなじみ深いサルです。しかし、はたしてわたしたちは本当
にニホンザルについて知っているのでしょうか?
この企画展では、二部にわけてニホンザルをさまざまな視点からご紹介します。

生まれてから大人になるまで、どのように成長し生活していくのか、ニホンザルの
一生をテーマとし、成長とともに分かれるオスとメスの生活史をご紹介!

ニホンザルの生活史・生態についてや、現在問題になっているニホンザルと人との
かかわり、交雑問題などについて、クイズ形式でご紹介!

第36回 児童および幼児
動物画コンクール入選作品展

7月から8月に作品を募集した「日本動物園水族館協会福岡
県地区会 第36回児童および幼児動物画コンクール」につ
いて、当園に応募のあった作品の入選作品展を行います。

11月3日（木・祝）～11月30日（水）
子どもホール2階場所

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（※1）

内川　英樹
角田　周一
末松　雅之
平野真一郎
前田　　一（※1）

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

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
壺山　貴生（副室長）
野上　祐貴
濱田　龍介

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

林田　直子（※2）

松田健一郎
松成　七重
棟久　裕文
山田康一朗（副室長）
吉田　幸正（副室長）
力武　清人

清永　東誉（※2）

高藤　章雄（※2）

縄田　康秀（※2）

濱根　宗司（※2）

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

理　事 理　事

出向理事

小森　敏弘
事務局長

JCニュース9月号に掲載した役員
予定者名に「記載漏れ（※1）」がご
ざいました。関係者およびメンバーの
皆様にご迷惑をおかけしましたこと、
心よりお詫び申し上げます。
また、9月度臨時総会にて「理事予
定者および出向理事予定者（※2）」
が追加承認されましたので、現在承
認されている「2012年度 理事長予
定者および役員予定者」を改めてご
紹介させていただきます。

世界会議ベルギーブリュッセル大会
11月1日（火）～11月5日（土）

北九州JC仁川富平公式訪問
11月11日（金）～11月13日（日）

アカデミー室卒業式 ［会場：ステーションホテル小倉］［会場：ステーションホテル小倉］
11月28日（月）19:00～21:30予定

46年会 猪突猛進党追い出し
12月2日（金）予定

12月度例会 ［会場：リーガロイヤルホテル小倉］［会場：リーガロイヤルホテル小倉］
12月14日（水）18:00～

（※2）
（副室長）


