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私たち北九州青年会議所(以下、北九州JC)は、JCの三信条の
下、明るい豊かな社会の創造を目指した青年運動を通じ、このまち
に様々な歴史を刻んで参りました。この歴史というものは、単なる事
業や作業の連続ではなく、人々の志の積み重ねに、自らの可能性に
よって高められた革新の志を積み重ねていく事にあります。しかし、
この自らの可能性というものは、歴史の書物に登場する崇高な人物
や有識者の教えから感じられるものだけではなく、私たちのすぐ身
近な場所からであったり、その場所に秘められた人々の想いであっ
たり、あなたのすぐ隣に座っている仲間たちから感じられる事でもあ
るはずです。 

次代に続く人々や子どもたちは、いかなる状況にあっても社会と
真剣に向き合い、歯を食いしばって志を高めるあなたの姿を憧憬す
ることにより、未来への希望と期待を抱くことができ、主体的に行動
していく意識が醸成されます。つまり、あなたの可能性は、志を同じく
する者の可能性であり、その集合体であるJCの可能性は、このまち
の未来に対する変革の可能性を大きく飛躍させ、この国の更なる発
展へと繋がることになるのです。

このまちの明日へと続く架け橋を築いて行こう。個は小さくとも、
私たち一人ひとりの可能性がお互いを支え合い、高く掲げた強固な
架け橋を築こう。全ての世代の人たちが安心して歩んでいける明日
への架け橋を築くことは、このまちに生きる青年としての使命であ
り、私たち北九州JCの使命でもあるのです。

2011年度北九州JCは、以下の六つを基本方針として、明るい豊
かな北九州の構築のために運動を展開して参ります。

あなたの可能性が北九州を創る
共に築こう明日への架け橋

1. このまちの魅力的な価値を見出す、まちづくり事業の構築
2. 明るい豊かな北九州を創造する会員の意識醸成
3. 真の国際人が実践する、緊密で多元的な民間外交の推進
4. 北九州市民の地域アイデンティティを確立させる運動の推進
5. 環境首都市民としての意識を向上させる運動の展開
6. 全国会員大会の成功にむけた実践的な運動の推進
（2011年度 理事長所信より抜粋）
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～荒れた海に架かる橋のように、私はこの身を横たえよう～
（原題：Bridge over Troubled Water　詞：ポールサイモン）

基本理念

基本方針

Yasuhiro Nagata
永田 康浩

社団法人北九州青年会議所
第59代理事長

永田 康浩
社団法人北九州青年会議所
第59代理事長

赤く燃えた「今日（Red）」から、ひまわりのように輝く「明日（Orange）」へと架かる橋をイメージ。

輝く2つの星は、「私たち大人と未来を担う子どもたち」・「北九州が誇る偉大なる先人たち」を表し、

その星は、「5つ（五市対等合併で誕生した北九州）」と

「7つ（七区で構成される現在の北九州）」の輝きと共に、私たちの可能性を表現しています。

2011年度シンボルマーク



1月14日、リーガロイヤルホテル小倉にて「2011年度 新年例会・祝賀会」を開催いたしました。
新年例会では永田理事長から挨拶があり、北九州青年会議所（以下、北九州JC）メンバー一

同、新たな決意のもと2011年度の第一歩を踏み出しました。新年祝賀会ではご来賓・関係各所の
方 ・々OBの方々にご来場いただき、現役メンバーを合わせ400名以上の盛大な催しとなりました。
冒頭の永田理事長からご来場の皆様に向けた所信表明では、「明日に架ける橋～あなたの可
能性が北九州を創る～」というLOMスローガンと6つの基本方針を力強く発信いたしました。
また、角田専務理事による新役員紹介、2012年度全国会員大会に向けてのPR、会員ひとりが
一人紹介するという「全員参画！～TRY JAYCEE 1to1！～」を目標とした会員拡大のPRなどを行
い、アトラクションでは、永田理事長のお姉様であるマルタン美樹様（ピアノ）と花積亜衣様（フルー
ト）、ヴァーツラフ・アダミーラ様（チェロ）をお迎えして、すばらしい演奏を披露していただき、2011
年度の新たな船出にふさわしい盛大な祝賀会となりました。

例会委員会 副委員長　吉村 武俊
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新年例会・祝賀会
■開催日：1月14日（金）　■会場：リーガロイヤルホテル小倉 01

EVENT REPORT

1月18日、北九州市立商工貿易会館2階多目的ホールにて「北九州市長選
ローカルマニフェスト型公開討論会」を開催いたしました。
会場には250名以上の市民の方々に加え、15社30名のマスコミ関係者の
方々が来場され、立候補予定者である北橋健治氏（無所属／現職）と三輪
俊和氏（共産党推薦／新人）の討論を熱心に聞き入りました。
コーディネーターを務めていただいた齊藤貞之氏（北九州市立大学マネジ
メント研究科 教授）のそれぞれのマニフェストに連動した質問に対し、「将来
の北九州の姿やビジョン」・「具体的な政策」などを各立候補予定者に語って
いただき、その模様はインターネットでのライブ配信も行いました。
終了後のアンケートでは、回答者の6割以上の方から「市政に対してより関
心が強くなった」という回答を得ることができました。
また、討論会に先立ち市内7区すべてでチラシの配布を行い、討論会の告
知と共に選挙や政治への興味を喚起することができました。

JAYCEE確立委員会 委員長　泉 尚人

北九州市長選
ローカルマニフェスト型公開討論会
■開催日：1月18日（火）　■会場：北九州市立商工貿易会館 2F 多目的ホール 02

EVENT REPORT
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http://www.ustream.tv/recorded/12091740
インターネットライブ配信 録画映像アドレス
※北九州市長選は2月6日に投開票され、北橋健治氏が再選されました。

齊藤貞之氏 北橋健治 氏 三輪俊和氏

2月度 新入会者のご紹介 NEW FACE

野見山 亘君
ノミヤマ　ワタル
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1973年8月18日
小倉ターミナルビル㈱
桑島・平野・永田

田中 貴士君
タナカ　タカシ
生年月日
勤 務 先
紹 介 者

■
■
■

1978年8月24日
㈱カトレア
大貝・濱田

全国会員大会PR

公開討論会PR

新年例会

新年例会 理事長挨拶

新役員紹介 新役員紹介

祝賀会司会：西田一君・西川知子君

鏡開き

アトラクション

検 索
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!

※機種により閲覧できない
　ページや画像があります。

※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） ※JAYCEE…青年会議所会員のこと。



社団法人北九州青年会議所

1月20日～23日の4日間、国立京都国際会館において「2011年度京都
会議」が開催されました。
この京都会議は、日本青年会議所（以下、日本JC）の新年度のスタート

となる通常総会を始めとする諸会議の総称で、日本JCの運動を全国の青
年会議所メンバーへ伝える場となっています。また、新年度開始後の初め
ての各種大会でもあり、青年会議所運動の良きスタートをきろうと、全国
各地から大勢の参加がありました。北九州JCからも100名以上の参加が
あり、22日には鶴清にてLOMナイトを開催し、多くのメンバーと語り合う
とともに、他LOMとの交流も盛んに行いました。23日には新年式典にて
福井会頭の所信を聴き、日本JCの方向性を確認することができました。
その後LOMメンバー全員で写真撮影を行い、解散となりました。
今回の参加を通じて、LOMメンバー同士の団結が深まり、来年の全

国会員大会北九州大会に向けて良いスタートを切ることができました。
全国会員大会準備第3委員会　榮 隆志

2月9日ホテルニュータガワにて「2011年度 2月度例会」を開催いたしました。
例会では、小田副理事長が委員長として出向されている日本JC主権国家確
立委員会による「領土･領海意識醸成プログラム」が行なわれ、多くの他LOM
メンバーや仮入会者にもご参加いただき、日本が抱える近隣諸国との領土問題
についての理解を深め、諸問題の解決に向け自らの立場をしっかりと主張でき
る意識の醸成を図る機会となりました。
また、講演会前に行なわれた2011年2月度通常総会において、昨年度の事
業内容や収支決算報告、今年度の事業や予算について、全会一致をもって審
議可決され無事終了いたしました。
例会後の懇親会では魅力連携実践委員会の設えのもと、綱引きなどの楽し

い余興でLOMメンバーの絆を深めることができました。
例会委員会 副委員長　吉村 武俊

2月度例会［講師例会］
■開催日：2月9日（水）　■会場：ホテルニュータガワ 04

EVENT REPORT

公益社団法人
日本青年会議所 2011年度 京都会議
■開催期間：1月20日（木）～23日（日）　■会場：京都市内 03

EVENT REPORT

インフォメーション INFORMATION

3月度の例会は北九州JCが所属する福岡ブロック協議会第一エ
リアのメンバーが一堂に会する「第一エリア合同例会」です。
今年度は（社）豊前青年会議所の主催にて行うこととなりました。
2011年度の第一エリア各LOMの方向性を理解することやメン
バー同士の親交を深め、2012年度第61回全国会員大会北九州
大会に向け、第一エリアとして意識統一を図る重要な場になりま
すので、ひとりでも多くのメンバーに出席いただけます様よろしく
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

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

3月度例会のお知らせ
会員数300名体制の
確立を目指して！

全員参画！ ～TRY JAYCEE 1to1！～

【開催日】 2011年3月16日（水）
■例　会 【時間】18:30～20:45 【会場】豊前市民会館
■懇親会 【時間】21:00～22:00 【会場】築上館

第一エリア合同例会
福岡ブロック協議会 会長 公式訪問例会

2011年度日本JC会頭　福井正興君

日本JC主権国家確立委員会
委員長 小田剛君(北九州JC)

日本JC主権国家確立委員会の皆さま

懇親会風景

新年祝賀会 会員拡大PR

※第一エリア…福岡ブロック協議会21会員会議所の中の豊前・美夜古・ひびき・北九州の4LOMから構成されるエリア
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ミモザフェア～恋する動物たち～

3月13日（日）13：00～13：30
ふれあい動物園「ふれまる」休憩所 デッキテラスにて

3月14日（月）まで開催中!3月14日（月）まで開催中!
この季節、到津の森公園には九州最大級約100本のミモザが花をつけます。
特にキリン、シマウマなどが暮らすサバンナ周辺は、黄色いミモザのカーテンに覆わ
れ春爛漫に！ぜひこの季節も到津へ足をお運びください。

期間中の
火曜日は休園

獣医による恋する動物クイズ

3月13日（日）14：00～15：00
芝生広場にて（雨天時は室内で実施）

到津の中心で愛を叫ぶ！2011
春の大声コンテスト

期間中の日曜日 9：00～17：00
南北両ゲートにて冊子配布

恋の動物ラリー

期間中の土曜日 9：00～17：00
南北両ゲートにてプレゼント

ミモザのポストカードプレゼント

上位入賞者には賞品を、参加者全員に記念品をプレゼント！
先着20名

カップル対象

65歳以上対象

詳しくはホームページで http://www.kpfmmf.jp/zoo/

▲動物クイズ

大声コンテスト▼

開幕
ジェフユナイテッド千葉

13：00 KickOff
本城陸上競技場

今年も
ギラヴァ

ンツビレ
ッジで

試合前
に腹ご

しらえ！今年も
ギラヴァ

ンツビレ
ッジで

試合前
に腹ご

しらえ！今年も
ギラヴァ

ンツビレ
ッジで

試合前
に腹ご

しらえ！

2011年クラブスローガン2011年クラブスローガン2011年クラブスローガン

監督・選手・コーチングスタッフ・
チームスタッフ、社員、そしてサ
ポーター、スポンサーをはじめと
するクラブを支えていただく皆さ
ま方と結束し、心を一つにして前
進していく想いを込めています。

3月6日（日）
開幕
ジェフユナイテッド千葉

13：00 KickOff
本城陸上競技場

3月6日（日）
2011 Ｊリーグ・ディビジョン２

ホームページ情報

vs
※ホーム席とアウェイ席が入れ替わりました。
　ご入場の際は、ご注意ください。 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 NWK

© Giravanz

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

Miyako JC Hibiki JC

社団法人 美夜古青年会議所
2011年度 理事長　青井 俊治 君

社団法人 ひびき青年会議所
2011年度 理事長　森 政大 君

（社）美夜古青年会議所は、北九州JCの隣のLOMとして長きに亘
り今日まで友好関係を築いてまいりました。そしていよいよ来年、第61
回全国会員大会 北九州大会が開催されます。

2007年度より動き始めた大会獲得までの道のり、そして2009年度
沖縄大会で主管を獲得してからの今日までの道のり。私はその姿をい
つも近くで体感させていただいてきました。だからこそ私は、「この大会
を是非とも成功させなくてはならない。一番近くのLOMとして参画を
させていただき、微力かもしれませんが大会成功の力になりたい。」心
からそう願っております。JCとは本当に不思議な団体であり、大きな夢
をメンバ－全員で描くことの出来る、そんな環境があります。
夢を描きにくい我が国の現状、しかしJCに入会したからこそ学べる

英知と勇気と情熱、そして夢描くことの大切さをこの大会を通しメンバ
－に伝えたい。私はそう思っております。情熱ある行動で！！

北九州JCの2007年度から3年間に渡っての全国会員大会の誘致
活動は、振り返ってみると凄まじい想いがあったのだと感じております。
全国会員大会主管に初めて手を挙げた年、諦めずに続けて誘致運
動を行った年、更に誘致運動の末に獲得をした年と、年 と々北九州JC
メンバーの皆さんが団結し、一歩一歩目標に向かっていく姿を見て、
心が動かされました。そして、昨年は縁あって、福岡ブロック協議会 全
国大会準備支援委員会のメンバーとして、北九州JCメンバーの皆さん
と一緒に活動ができたし、全国会員大会の意味も知ることができ、非
常に有意義な一年間でありました。
北九州大会では、地域の特性を最大限に引き出し、爆発的な経済
波及効果を生み出していただきたいと思います。

エントリー受付、5月15日（日）まで!

「人間力大賞」は、環境、国際協力、福祉、文化･芸術、スポーツ、その他の分野
で積極果敢な活動・挑戦を続けている人間力あふれる若者を発掘し、更なる
活躍を期待して国民全体で応援する「青年版国民栄誉賞」として展開します。
（社）北九州青年会議所では、北九州地域で活動する人間力あふれる若者を
募集し、エントリーなどをサポートします。

□受賞者数
グランプリ
入 　 賞
奨 励 賞

1名　副賞50万円（活動資金）
9名　副賞10万円（活動資金）
若干名（後援省庁ならびに協賛各企業より）

□スケジュール
エントリー受付
一 次 選 考 会
最 終 選 考 会
授 賞 式

□エントリー対象者
20歳から40歳まで（1971年～1991年
生まれ）の、日本あるいは世界の国々で積
極果敢に活動を行っている「人間力」溢れ
る光り輝く傑出した若者。

2011年2月　1日（火）～5月15日（日）まで
2011年6月18日（土）
2011年7月16日（土） サマーコンファレンスにて
2011年9月16日（金）東京都内にて・予定

http://ningenryokutaisyo.jp/ 主催ホームページ 公益社団法人 日本青年会議所

北九州地域からの
エントリーのお問い合わせは
（社）北九州青年会議所
情報発信戦略委員会（村田）まで


