
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11月号［広報誌］

11
November

※ 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）

11月1日～5日の5日間ベルギーブリュッセルにてJCI世界会議が開催され、北九州JCより10名の
メンバーで参加いたしました。
決団式は厳粛で緊張した雰囲気の中、代表して永田理事長が全国会員大会北九州大会のPRを
行い日本に北九州JCありという所を見せつけました。
その後、開会式や総会などに参加し、いよいよブース出展です。北九州JC参加メンバー全員が集結
しジャパンナイトへ突入しました。ブースの荷物が届かないといった予想外のトラブルに見舞われまし
たが、そこは現場力の北九州JC、日本JCや周辺LOMからも様 な々差し入れや協力をいただき、横綱
に扮する永田理事長を筆頭に世界各国のJCIメンバーとの友情を深めて参りました。この緊急の現
場対応に「来年の全国会員大会も大丈夫だ」と小田次年度理事長予定者も確信したのではないか
と、自信に満ち溢れた横顔から推察されました。
来年は台北での世界会議ですので、多くのメンバーで参加し、世界各国のJCIメンバーと更に友情
を深めましょう。ご参加、ご協力いただきましたメンバーの皆様、本当にありがとうございました。

台北交流委員会　豊川 智彰

SPECIAL
TOPICS

特集
第66回JCI世界会議
ベルギーブリュッセル大会
【開催期間】11月1日（火）～5日（土）
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10月18日、北九州JC事務局にて「水のうた」公募歌詞審査会を開催いたしました。本事業は市民の皆様に北九
州の水環境を再度見直していただくと共に、水が北九州の魅力であると捉えていただく事を目的としております。

8月6日から9月末の約2か月間に渡り行った市民参加型公募事業で教育機関を中心に保全活動を行う企業や
団体の皆様をはじめ、幅広い年齢層の市民の皆様から1355通ものフレーズをお寄せ頂きました。そのフレーズを
作詞依頼する谷口様、作曲依頼する地元出身アーティストWAKA様、北九州吹奏楽連盟理事長の井端様、さとこ
の日記広場主宰の鍬塚様と永田理事長をはじめとした北九州JCメンバーと共に厳正な審査を行いました。
市民の皆様からいただいた多くの貴重なフレーズと、今回の審査会の見解を踏まえ、私たちが当たり前に水を
使い、恩恵を受けている北九州の川や海の水環境をもう一度見直し、次世代に紡ぐ、そんな気持ちをもって「親子
で明るく紡ぐ歌」として発信できるよう全力で邁進して参ります。

魅力連携実践委員会 委員長　髙藤 章雄

Kitakyushu JC News 2011 November11

会員拡大活動のお願い INFORMATION

「一人が一人、仮入会者を紹介する!」という今年度の会員拡
大テーマに基づき、積極果敢に挑戦（TRY）していただいてい
る会員（JAYCEE）の皆様、心より感謝申し上げます。
私たちは「明るい豊かな社会の実現」を目指し、共に活動いた
だける行動力のある青年を募集しております。
JAYCEEの皆様、「1to1!」の挑戦はお済ですか?お済の方も、
まだの方も、もっともっとJCの魅力を広く伝播してください!

2012年に向け、最後まで会員拡大活動を行います。
12月度例会へ多くの仮入会者をお連れください!
お待ちしております!!　

【お問い合わせ】 JAYCEE拡大委員会 委員長　山賀 英生

「水のうた」歌詞公募事業ブルーベルト
プロジェクト
■審査会開催日：10月18日（火）14：00～15：30　■審査会会場：北九州JC事務局 01

EVENT REPORT

10月27日、ホテルクラウンパレス小倉にて公益社団法人日本青年会議所 九州地区 福岡ブロッ
ク協議会による、「第61回全国会員大会北九州大会支援事業」が開催されました。
本事業は、副主管LOMとしてご協力をいただく予定の福岡県内20LOMの皆様を対象に行わ

れ、多くの方々が参加される中、事業の冒頭において、永田理事長の挨拶や末松大会実行委員長
予定者による「大会の鍵」披露、決意表明が行われました。また、講演会では、「北九州大会へむけ
て、いざ出陣 －副主管魂みせてやる－」を演題に、2011年度公益社団法人日本青年会議所 東海
地区協議会 会長 西山恭矢君を講師に迎え、主催・主管・副主管の立場から、様 な々経験に裏打
ちされた内容となり、参加メンバーが大会への参画意識の昂揚につながる事業となりました。
本事業を通じ、全国会員大会は、福岡県内20LOMの皆さまの協力のもと開催されることを、主
管LOMとしてしっかりと自覚を持って、大会を構築する重要性を改めて感じ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

第61回全国会員大会北九州大会 支援事業公益社団法人
日本青年会議所
■開催日：10月27日（木）　■会場：ホテルクラウンパレス小倉 03

EVENT REPORT

10月22日・23日、大分県別府の地で「第27回 全国JCサッカー選手権大会 別府大会」が開
催されました。全国各地から54チームが集結し、北九州JCからは20名以上の現役メンバーと
OBの先輩方3名にも足をお運びいただき参加しました。
初日は雨の予報でしたが幸い天候にも恵まれ、予選リーグ3試合を無敗で勝ち上がりまし

た。夜に行われた大懇親会では、参加チームメンバーとの親睦を深めると共に、第61回全国
会員大会北九州大会のPRも行わせていただきました。

2日目の決勝トーナメントでは、藤枝JCを2対0で、佐賀JCをPK戦で破り準決勝に駒を進め
ましたが、霧島JCに1対3で破れ3位決定戦に廻りました。神戸JCとの3位決定戦では、卒業生
を全員投入する総力戦の中、前半の1点を死守し1対0で勝利し銅メダルを獲得することがで
きました。なお、決勝戦は埼玉中央JCが霧島JCに1対0で勝利し2連覇を達成されました。
来年は春の九州大会が宮崎県都城市で、秋の全国大会が大阪府堺市で開催されます。

サッカーにご興味ある方は是非一度練習等にご参加ください。
北九州JCサッカー部 キャプテン代行　力武 清人（情報発信戦略委員会 副委員長）

第27回全国JCサッカー選手権大会別府大会
■開催日：10月22日（土）・23日（日）　■会場：大分県別府市他 02

EVENT REPORT

全員参画！
～TRY JAYCEE 1to1！～

※JAYCEE…青年会議所会員のこと。※JAYCEE…青年会議所会員のこと。
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2012年度組織図（案）
社団法人北九州青年会議所

社団法人北九州青年会議所

11月11日～13日の3日間、永田理事長をはじめ15名の北九州JC
メンバーで仁川富平JCへ公式訪問を行いました。
仁川国際空港にて4月の公式訪問以来となる再会を果たした後、
富平区内のホテルにてシスター会議が行われました。会議では今後
の交流の在り方についてまた協働事業の内容に関して活発な意見
交換が行われました。その後、仁川富平JC41周年創立記念式典に
出席し、北九州JCからも4名の卒業生が表彰を受けました。

2日目は越冬用のキムチをボランティアの市民の方 と々一緒に作り
孤児院の方々に寄付するという仁川富平JCのキムジャン事業に参
加致しました。午後からは傳燈寺という韓国最古のお寺を訪問し韓
国の歴史や文化に対する見識を深めることが出来ました。
仁川富平JCメンバーと過ごしたこの3日間、国境や言葉の壁を乗

り越え23年間続いてきた両JCの友情を肌に感じる事が出来ました。
国際交流委員会　副委員長　貞末光平

北九州JC仁川富平JC公式訪問
■開催日：11月11日（金）～13日（日）　■会場：韓国 仁川市内 05

EVENT REPORT

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した。
今回は、次年度の運動がより昇華するために本年度おこなわれた
運動の方向性を確認するべく、各委員会の事業報告をおこないまし
た。各委員会がおこなってきた1年間の活動を映像とともに振り返り、
メンバーが互いに支え合いながら構築してきた数々の事業に、LOM
の絆と力強さを深く感じる例会となりました。
例会内では、北九州JCセネターズクラブ認証式もおこなわれ、松島

徹会長より4名の新会員の方へ認定証が授与されました。また卒業
生スピーチでは、猪突猛進党の横井寛子君（JAYCEE拡大委員会）・
原口和也君（アカデミー第1委員会）の両名が登壇し、JC活動の思い
出を語っていただきました。

例会委員会 委員長　松田 健一郎

11月度例会 ［事業報告例会］
■開催日：11月9日（水）18：30～21：00　■会場：ホテルニュータガワ 04

EVENT REPORT

原口 和也 君原口 和也 君横井 寛子 君横井 寛子 君
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12月度例会のお知らせ

卒業式・褒賞授与式
INFORMATION

12月14日リーガロイヤルホテル小倉にて、12月度例会を開催いたします。
私たち（社）北九州青年会議所は、「明日に架ける橋」をスローガンに2011年度JC運動に邁進してまいりま
したが、いよいよ1年の締めくくりとなる月になりました。12月度例会では、卒業式と褒賞授与式を行います。
我々メンバーは2011年度をもって卒業される46年会の皆様の今までの活躍に感謝し、労をねぎらいこころ
をひとつに送り出しましょう。
また、1年間のJC活動を総括し、メンバー間でも懇親を深め、今後のJC活動へとつなげていく場にしたいと
思います。そこでOBシニアの方もお招きして「2011年卒業例会・懇親会」を開催いたしますので、多数のご
参加をよろしくお願い致します。

【お問い合わせ】 例会委員会 委員長　松田 健一郎

【日時】 12月14日（水）
例　会　18:00～18:38
卒業式　18:40～19:20
懇親会　19:35～22:57

【会場】 リーガロイヤルホテル小倉

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

九州勢相手のリーグ戦では熊本・大分と勝利を積み重ね、11月20日に対
戦を迎えた鳥栖。来季への布石となる価値ある勝点3を手にしたいとベスト
アメニティスタジアムへ乗り込んだ。相手はJ1昇格を目前に構え、何としても
負けられないとスタジアム全体までもが闘志むき出しの空気を漂わす。
前半は、両チーム4本ずつのシュート数となり、フリーキックのチャンスも
ものにするが、中々得点につながらない。後半、ゴール前に詰めていた長野
が得点を決めると、69分には林のアシストから池元が左足で決め追加点。
最後に林が決勝点を決め、圧倒的なアウェイの迫力の中勝利をものにした。

今までにないほどの人数でアウェイへ足を運んでくれ、
一緒に戦ってくれたサポーターに、選手たちは緊張の解け
たいい笑顔を見せ一緒に喜んだ。今季最高の試合だった
と誰もが口にした、『重い勝利』だった。

ギラヴァンツ北九州　広報担当　津川 弘子

負けられない。負けられない。

選手全員参加の「報告会」開催予定！
12月4日（日）リバーウォーク北九州で

負けられない。

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

Yanagawa JC Yamato JC

社団法人 柳川青年会議所
2011年度 理事長　立花 千月香 君

社団法人 山門青年会議所
2011年度 理事長　牛嶋 利弘 君

『つなげよう絆！ひろげよう元気！』このスローガンで、本年度（社）柳川青年会
議所は創立55周年を迎えました。1年間、この言葉を伝え続けたおかげで、多く
の方達との絆も広がり、柳川から元気を発信することができたと思います。
さあ、いよいよ2012年は全国会員大会北九州大会です。なぜか、その応援団
長を柳川JCの次年度理事長が引き受けることになりました！LOMメンバー全
員が、なんでそんな大役を引き受けてきたのか…とビビっております。お調子者
の次年度ですが、盛り上げ隊長としては適任だと思っておりますので、北九州の
みなさまのご期待にこたえられるよう、柳川JC一丸となって応援していきます。
北九州での全国会員大会は、柳川にとっても大きな大きなチャンスです。福岡

の観光地としては、全国から集まるJCメンバーにぜひ柳川にも足を運んでもら
い、うなぎのせいろ蒸し・川下りと柳川でしか体験できない経験を、全国大会の
思い出の一つに加えていただきたいと願っております。食と見どころに溢れた魅
力ある福岡を、全国中に伝える最高のステージを、一緒に作り上げましょう！！

（社）山門青年会議所は福岡県南部（福岡県と熊本県の県
境）に位置する青年会議所で、結成当初は2つの郡部（全5
町）の青年が募りそれぞれの地域の発展のために結成された
団体です。
日々、自分たちの地域の発展が日本の発展に繋がると信

じ、毎日自分たちがいまやるべきことを考えお互い楽しみなが
ら活動している団体です。また本年は福岡ブロック会員大会を
主管させていただきました。（福岡県21青年会議所で組織さ
れる会議体の大会で、近年は広く一般の皆様の益に繋がるよ
う広く公開された大会になっております。）
来年の全国会員大会北九州大会は副主管として精一杯協

力させていただきます。北九州の皆さん、頑張りましょう！

今シーズンもご声援ありがとうございました!

※詳しくはホームページをご覧ください。

だより

詳しくはホームページで http://www.kpfmmf.jp/zoo/

12月1日（木）～25日（日）

動物たちに
クリスマスケーキのプレゼント
日時：12月23日・24日・25日 各日12:00～
【ゾウに特大ケーキプレゼント】

日時：12月24日・25日 各日12:30～
【チンパンジーに特製ケーキプレゼント】

日時：12月25日　15:30～

期間中の毎週土日祝
カップルを対象にラリーを実施！

【ヤギにクリスマスツリーのエサプレゼント】

フェア期間中は、クリスマス音楽の流れる園内のあちこちに
飾り付けが登場し、イベントがもりだくさん。クリスマス限定
のイルミネーションも園内を鮮やかに彩ります。動物園で一
味違うクリスマス気分を満喫してください。

ゲートで冊子をもらって、二人で問
題に挑戦しながら園内を巡ろう。
二人の距離が縮まること間違いな
し！完走者にはグッズをプレゼント。

ITOZU YORU ZOO

夜の動物園
12月23日（金・祝）  24日（土）  25日（日）夜7時まで営業!

12月4日（日）・18日（日）
各日13：00～15：00

一個 300円

※受付は13：00～13：45まで
※材料がなくなり次第終了 ※別途入園料が必要

※フェア期間中の
　毎週火曜日は休園

クリスマスリースを作ろう
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

到津の森のクリスマスフェアー到津の森のクリスマスフェアー到津の森のクリスマスフェアー

恋の動物ラリー 無料


