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　残夏の候、皆様におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
　地区大会までもう間近と迫り、（公社）北見青年会議所運動とともに邁進させていただいているなかで、先輩の皆様には日頃
より多大なる御支援と御協力を賜り心より深く感謝申し上げます。
　去る７月19日～21日の３日間、第66回北見ぼんちまつりが開催されました。夢の３日間として最高の地域づくりを目指し、
ぼんちまつり広場委員会を関係諸団体と一緒に一大事業へ向き合わせていただきました。幸いにも天候に恵まれ多くの人の往
来と売上を記録し、地域に新しい可能性を見出すことができたと思います。これから教育事業・協働事業と対外事業を邁進し
ていくなかで、８月臨時総会の場におきまして、2020年度の委員長・副委員長をはじめ全メンバーの組織構成が承認されまし

た。堀江理事長予定者を中心に新たなる時代を牽引する青年会議所運動を展開していくことをご期待ください。
　そしてとうとう公益社団法人日本青年会議所北海道地区協議会第68回北海道地区大会北見大会まで時は１か月を切りました。３年前の村井理
事長時代に立候補をし、（一社）苫小牧青年会議所との選挙のなかで、悔しい涙を流しました。
　そこから１年、先輩諸氏の想いを受け継ぎ山本理事長時代において再度その地区大会への想いに火をともし、立候補でつかみ取った北見大
会。昨年の高橋理事長時代１年間の大会準備期間を経て、主催実行委員会へと挑んだ本年度。ＬＯＭメンバー全員が今の時代にある様々な問題
とともに多くの壁にぶつかりました。多くの時間議論を重ねてまいりました。多くの時間仲間とともに励まし合いました。北海道を一つに、そ
の「結の力」を信念に、信じ合える仲間と共に、そして北見の歩みその歴史と伝統を胸にＡＬＬ北見ＪＣで創り上げる感動の３日間（９月６日、
７日、８日）へとまもなく突入します。
　暖かくまた力強く背中を押していただいている先輩皆様からの応援の声と優しさに強い勇気を頂いています。より良くなる持続可能な北海道
を実感できる地区大会へ向けて最後の最後まで夢と希望そして、挑戦の心を抱き走り続けることをお約束させていただき、重ねてこれからの御
指導と御鞭撻賜りますことを切にお願いを申し上げ、理事長の挨拶とさせていただきます。

7月19日（金）～21日（日）
担当：地域創造委員会7 月 例 会7 月 例 会

「北見VITALITY～ぼんちまつりから心の活力を～」
　７月19日（金）～21日（日）までの３日間、北見ぼんちまつり会場に
おいて７月例会が開催されました。
　地域を牽引するリーダーとしての気概を持ち、持続可能な北見ぼ
んちまつりに向けた積極的な行動から、地域交流事業の新たな可能
性を見出すことができました。
　ご来場いただきました市民の皆様、お手伝いいただきましたボラ
ンティアの方々、ありがとうございましたZ

　この度、2020年度（公社）北見青年会議所　総務広報会員拡大委員会の委員長を仰せつかりました横田真志と申します。
入会４年目で初めての委員長を務めさせていただきます。
　伝統ある（公社）北見青年会議所の発展に委員会活動を通じて貢献させていただきたいと考えております。
　先輩の皆様には大変お世話になると思いますが、何卒御指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

総務広報会員拡大委員会 委員長　横 田  真 志

　2020年度（公社）北見青年会議所　地域協働委員会委員長として承認いただきました湊雄裕と申します。
本年度、地区大会の事業部会長として、10年前に掲げられた「地域協働」について深く考えさせていただく機会をいただき、
現在、私たちが考え、行っている「地域協働」と当初先輩の皆さんが考えていた「地域協働」の目指すべき方向性は一緒な
のだろうかとの想いが私の中に生まれました。「地域協働」という大きな課題を少しでもクリアできるように一年間邁進し
て参りますので、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

地 域 協 働 委 員 会 委員長　湊 　  雄 裕

　2020年度（公社）北見青年会議所　地域力創造委員会　委員長の役を拝命致しました奥野勝也と申します。入会３年目で委
員長という大役を仰せつかり身に余る光栄に存じます。
　次年度より新たに創設される委員会ということもあり、暗中模索しながら先輩諸氏の残していただいた数々の議案を参考
に、温故知新の精神で新たな事業の構築・運営に励みます。
　浅学寡聞の身でございますので引き続き御指導、御鞭撻の程よろしくお願い致します。

地域力創造委員会 委員長　奥 野  勝 也

　2020年度（公社）北見青年会議所　教育推進委員会の委員長を仰せつかりました亀田　寿幸と申します。
　来年入会３年目で初めての委員長という大役に不安はありますが、メンバーと力を合わせて職務を全うしたいと考えてお
ります。
　先輩の皆様には大変お世話になると思いますが、何卒ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

教 育 推 進 委 員 会 委員長　亀 田  寿 幸

　この度、2020年度（公社）北見青年会議所　青年経済人育成委員会の委員長を仰せつかりました日笠明菜と申します。
　初めて委員長の担いをいただきました。これから色々と壁にぶつかることもあると思いますが、メンバーと協力し合い、
頑張っていきます。
　先輩の皆様には大変お世話になることもありますが、その際にはご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い致します。

青年経済人育成委員会 委員長　日 笠  明 菜

　この度、2020年度（公社）北見青年会議所 アカデミー委員会 委員長を仰せつかりました木内寿樹と申します。 
　このような機会を与えてくださった堀江次年度理事長予定者を始めとする全メンバーに感謝申し上げます。入会から７年
目を迎え、アカデミー委員長という名誉ある役職に責任を感じるところではございますが、誠心誠意職務を全うする所存で
ございます。 
　先輩諸氏の皆様におかれましても多様な場面でお世話になりますが、ご指導、ご鞭撻そしてご協力を賜りますようお願い
申し上げます。

アカデミー 委 員 会 委員長　木 内  寿 樹
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エクスカーション（北見大会記念ゴルフコンペ）
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大懇親会
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式典部会・記念事業部会

記念事業部会

地域経済再興委員会＆北海道強靭化委員会

日ロ交流推進委員会
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60

120

95

70

30

09：30～11：05

11：35～12：45
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時　間 所要時間（分） 主体組織 参加対象者 開催場所

結の力フォーラムセッション1
～イノベーションから生み出す幸福感～
結の力フォーラムセッション2－1
～ホッカイドウ  サイコー  フォーラム～
結の力フォーラムセッション2－2
～日ロ経済交流から見える未来ビジョン～
結の力フォーラムセッション3
～北海道 SDGsACTION～

歴代地区協議会三役懇談会及び日本会務同窓会
～北海道JCシニアの集い～

境田　直樹 氏 斉藤　顕生 氏 鈴木　昭徳 氏 上杉　昌之 氏

稲川　貴大 氏 木下　　斉 氏

三井陽一郎 氏

坪井　大輔 氏

宇賀なつみ 氏 AMEMIYA 氏本橋　麻里 氏Carlos K. 氏ロバートキャンベル 氏箕輪　厚介 氏

　来場者一人ひとりがそれぞれＳＤＧｓ「持続可能な開発目標」という共通目標に向けた具体的行動を加速させ
ることで、来場者それぞれを取り巻く環境において持続可能性が高めます。各地域でのまちづくり、ビジネス、
社会の活動、個人の行動といった様々な側面からＳＤＧｓを活用しているパネリスト３名をお招きし、パネル
ディスカッションを行います。ＳＤＧｓとビジネスの関連性について具体的事例を通じて、それぞれの種車体に
とってＳＤＧｓを活用するメリットを発信することで今後の更なる推進と普及啓発を行います。

【結の力フォーラムセッション３～北海道ＳＤＧｓ ＡＣＴＩＯＮ～】　15：20～ 16：20【結の力フォーラムセッション３～北海道ＳＤＧｓ ＡＣＴＩＯＮ～】　15：20～ 16：20

　北海道強靭化委員会
　北海道強靭化委員会ではＪＣフォーラムから防災連携協定締結と地域の未来を考える推進計画～夢ある市民会議～による
合意形成と政策提言までのアクションプランを更なる北海道強靭化に向けた民意として、行政に提言することを発表し市民
による防災連携と市民が決めたインフラ政策を取り組んできた当委員会の一年間の活動と参加者からの市民会議で決めた政
策提言に対する同意をもって行政への提言とし、「北海道強靭化」に向けた次世代への道しるべといたします。
　地域経済再興委員会
　地域経済再興委員会はまず、北海道経済人会議から問題を認識し対話地域経済を代表する企業と共に行政に対し、地域経
済の課題を打破し地方都市発展による北海道の再興を提言する内容とします。また、生産性の向上を目指し中小企業の今後
の役割や新時代への地域イノベーションを起こしていく必要性を発信します。

【結の力フォーラムセッション２の１　ホッカイドウサイコー】　14：10～ 15：10【結の力フォーラムセッション２の１　ホッカイドウサイコー】　14：10～ 15：10

　大会テーマである「結の力」から地域にイノベーションを起こし、持続可能な北海道へと歩みを進めるため
に、宇賀なつみ氏がコーディネーターを務め、各ゲストとイノベーションや持続可能な北海道についてトーク
セッションを行います。人と人、地域と地域を結び、それにより生まれるイノベーションから持続可能な北海道
を創造するために多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【結の力フォーラムセッション１～イノベーションから生み出す幸福感～】 13：00～ 14：00【結の力フォーラムセッション１～イノベーションから生み出す幸福感～】 13：00～ 14：00
クロージング 16：20～ 16：40クロージング 16：20～ 16：40

オープニング 12：30～ 13：00オープニング 12：30～ 13：00

　日ロ交流推進委員会では今年度、北海道と極東ロシアにおける食文化の交流を通してビジネス関係の発展となる事業を構築してきました。
国家問題を抱える両国の偏見や先入観を払拭するため、"食"という観点からつながる関係性とそこから結ばれる『明るい未来ビジョン』とは⁉

【結の力フォーラムセッション２の2～日ロ経済交流から見える未来ビジョン～】　14：10～ 15：10【結の力フォーラムセッション２の2～日ロ経済交流から見える未来ビジョン～】　14：10～ 15：10

公益社団法人  日本青年会議所  北海道地区協議会
第68回北海道地区大会  北見大会  スケジュール
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