6月

第1例会

6月7日
（水）
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担当：研修委員会

伝えるから伝わるへ！〜表現力を磨こう〜をテーマ
に、
自分の周囲を行動へと導くリーダーとして成長
するために、相 手にわかりやすく伝える力を高め、
言葉で相手に伝える表現力を学びました。

6月

第2例会

6月1 6日
（ 金 ）担当：アカデミー委員会
利他の心へつなげよう
！ 〜マナーから確認する思
いやりの大切さ〜をテーマに具体的なシチュエー
ションを用いることで、思いやりのある利他の心を
持つ大切さを学びました。

6月

第3例会

6月3 0日
（ 金 ）担当：未来の力確立委員会

題字／第６０代理事長 山本英和

6月30日に行われた６月第３例会創立65周年記念
式典および懇親会に多くの先輩諸氏、関係諸団
体、各地会員会議所会員にご参加いただき誠に
ありがとうございました。
65年間積み上げてきた創立の想いを学びメン
バーと意識を共有し、多くの関係諸団体の皆様に
ご参加いただき地域と共に信頼関係を築きながら
紡いでこられた歴史や伝統にふれることで、今後
の明るい豊かな社会を実現するためのより強固な
絆を育み未来に紡いで行くことにつながったと考え
ます。
また、翌日の記念事業では、北見の魅力を動
画にて発 信した魅 力発 信 動 画コンテスト〜北 見
LOVE2017〜を開催し、地域住民と共に地域の
魅力発信に率先して取り組み、地域の先導者とし
て明るい未来へ力強く踏み出すための原動力とす
ることができました。
これからも北見青年会議所としての誇りを持ち
活動していきますので、今後ともよろしくお願いいた
します。

7月

例会

7月1 4日
（ 金 ）〜1 6日
（日）
北 見ぼんちまつり

担当：活力創生委員会

創り出そう
！
！笑顔溢れる夏の思い出！をテーマに歴
史と伝統ある北見ぼんちまつりを通じ地域の活性
化につなげる事業を開催しました。

「地域まるごと体験 学んで！遊んで！食べて！」
をテー
マに小学4年生〜6年生の子どもたちを対象に、地

8

域の自然の中、様々な経験を通じ子どもたちの愛
郷心を育むために開催されました。

《公益社団法人 北見青年会議所スケジュール》
異業種交流会

9月理事会

担当委員会

9月22日
（金）

委員長連絡会議

9月27日
（水）

アカデミー委員会

10月第1例会

北見ハーフマラソン大会

10月8日
（日）

地域協働委員会

10月第2例会

次年度事業研究会

10月24日
（火）

次年度事業研究会

10月理事会

10月27日
（金）

活力創生委員会
詳しい情報は、
ＨＰ
（http://kitamijc.or.jp/）
をチェック
！
！

公益社団法人 北見青年会議所
〒090-0065 北海道北見市寿町３丁目１-１９ TEL.0157-24-2762 FAX.0157-24-2769
http://www.kitamijc.or.jp E-mail:info@kitamijc.or.jp
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第六十代理事長

9月例会

日程

山本 英和

例会・諸会議

64

理事長あいさつ

例会

8月4日
（ 金 ）〜5日
（土）

担当：教育推進委員会

﹁挑 戦しよう 〜人 と人 とが生み出 す 無 限の可 能 性
を信じて〜﹂ この言葉をスローガンに全メンバーで輝く北
見を創 造するため青 年会議所運 動に邁進し ヵ月が過
ぎよう としている中︑先 輩の皆 様には︑現 役メンバーの
運 動に対し︑多 大なるご支 援︑ご協 力を賜り︑心より
感謝と御礼を申し上げます︒
第 回 北 見ぼんちまつり︑市 内の子 どもたちを集め
開催した一泊二日の教育事業等︑地域を明るく照らすた
め多くの事業に精力的に取り組んでいます︒ 月 日に
は﹁誇りある歴史と伝統を！ 〜 TSUMUGU未来つな
がる愛〜﹂をテーマに︑ 周 年 記 念 式 典︑懇 親 会 を開
催させていただきました︒多くの先輩の皆様にご参加頂
きましたこと︑そして︑︵一社︶宮古青年会議所メンバー
の来 北に際しても︑多 大なるお力 添 えを頂 き ましたこ
とに心より感謝申し上げます︒現役メンバーにも︑ 年
という 長 きに亘り時 代の先 駆けとして青 年 会 議 所 運 動
を展開し︑歴史を紡いで来られました情熱を肌で感じ︑
変革の起点となるべく明るい豊かな社会の実現のため挑
戦し続ける覚悟を新たにする機会となりました︒
月の臨時総会において２０１８年度の委員長︑副委
員長をはじめとする全メンバーの組織構成が承認されま
した︒高橋次年度理事長の掲げる誰もが夢を描ける地
域の創造に向けて力強く歩んでまいりますので本年同様
のご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます︒
昨年より多くの先輩の皆様のお力添えのもと２００９
年以来の開 催に向け行ってき ました北 海 道 地 区 大 会 誘
致 活 動について︑９月８日︑釧 路の地にて開 催された第
５回会員会議所会議にて公益社団法人日本青年会議所
北海道地区協議会第 回北海道地区大会２０１９年度
主管会員会議所としてご承認をいただきました︒２０１
９年の開催に向けて全メンバーで心ひとつに地区大会開催
という大きな挑戦に向けて歩んで参ります︒
２０１７年度も残り４ヵ月︑第９回北見ハーフマラソン大
会︑会員拡大等大切な事業︑活動が続きます︒先輩の
皆様にも︑多くの場面においてお世話になるかと思いま
すが︑引 き 続 きのご指 導︑ご鞭 撻を賜りますようお願
い申し上げます︒

8月

2018年度

2018年度 LOMの未来創造室
地区大会特別委員会 委員長

理 事 予 定 者あいさつ

堀江

2018年度 人財の未来創造室
会員研修委員会 委員長

猪狩

文也

副委員長

雄介

副委員長

坂井

達哉／日笠

明菜／水上

美華

■勤務先／株式会社 ジャパン保険企画

小椋

意将／小林

秀光

この度、地区大会特別委員会委員長を仰せつかりました堀江雄介と申します。

■勤務先／猪狩総業

2018年度、私たち地区大会特別委員会は2019年度に開催される北海道地区大会北見大会へ向

この度、2018年度（公社）北見青年会議所 会員研修委員会 委員長を仰せつかりました。

けて準備を進めて参ります。全メンバーが一丸となって10年ぶりに開催される北見大会へ向けて、足

高橋次年度理事長予定者とメンバーの皆様にはご承認賜りましたこと心よりお礼申し上げます。

並み揃え歩んでいけるよう活動していきます。先輩諸氏、
メンバーの皆様には大変お世話になりますが、

来年で4年目となり経験が浅くまだまだ未熟者であり、初めての委員長という大役に不安はありますが、

ご指導ご鞭撻、そしてご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

精一杯務めさせて頂きます。
先輩諸氏、
メンバーの皆様には様々な場面で大変お世話になりますが、何卒ご指導とご協力を賜りま

2018年度 総務広報委員会 委員長

すようお願い申し上げます。
2018年度 人財の未来創造室
教育創造委員会 委員長

石山

博行

副委員長

■勤務先／石山農場

木内

天内

健吾／鴻巣

ご承認賜りました。2度目の委員長という機会を与えていただいた高橋次年度理事長予定者をはじめ
とした四役とご承認いただいたメンバーの皆様に心より感謝申し上げます。先輩の皆様には様々な場
面でご理解とご協力をお願いし、お世話になると思いますが、今後もより一層のご指導、
ご鞭撻を賜り
ますようお願い申し上げます。
2018年度 地域の未来創造室
地域振興委員会 委員長

鉄平

副委員長

石井

伸一／藤下

大輔

■勤務先／株式会社 松田建業

北見ぼんちまつりを担当とする委員会の委員長を務めさせて頂きます。地域の皆様や協力いただいた方は
もちろんのこと、
メンバーも一緒に笑顔になるおまつりにするために携わってきた皆様が大事にしてきた伝統を引
き継ぎながらも、未来に向けた挑戦も必要と考えます。歴史と伝統のある北見ぼんちまつりを担当させて頂くにあ
たり、先輩諸氏におかれましては来年度も変わらぬご理解ご協力、
そして叱咤激励を賜りますようお願い申し上
げます。
2018年度 地域の未来創造室
地域協働委員会 委員長

今井

康暁

副委員長

副委員長

福岡

達／横田

真志

この度、
８月臨時総会にて公益社団法人北見青年会議所の総務広報委員会委員長としてご承認いただ
きました。
このような成長の機会を与えて下さった高橋理事長予定者、
ご承認いただきましたメンバーの皆様に
心より感謝申し上げます。
２０１４年に入会し来年度５年目を迎えますが、初めての委員長という大役に身の引き締まる思いでございます。
まだまだ経験も浅く未熟な所もございますが、
１年間しっかりと当委員会の役割を果たしLOMの発展に努めて
いく所存でございます。
先輩の皆様、
メンバーに於かれましては様々な場面でお世話になること、
ご迷惑をお掛けする所も多々ございま
すが、
ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
先輩の皆様、
メンバーに於かれましては様々な場面でお世話になること、
ご迷惑をお掛けする所も多々ございま
すが、
ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

睦

この度、8月の臨時総会にて2018年度（公社）北見青年会議所の教育創造委員会の委員長として

角谷

寿樹

■勤務先／有限会社 フローレス

長尾

敦／山本

勇

（公社）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
２０１９年度主管会員会議所
第５回会員会議所会議にて（公社）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 ２０１９年度主管会員会議所として承認されました！

全メンバーで心ひとつに
大きな挑戦に向けて歩んで参ります！

■勤務先／有限会社 まるみ衣裳店

2018年度（公社）北見青年会議所地域協働委員会の委員長を仰せつかりました
（有）
まるみ衣裳店の今
井康暁と申します。私自身はもともと北見が地元ではございませんが、委員会を通じ多くの方との出会い、協力
しながら地域住民の皆さまとともに北見の理解を深めていければと考えております。青年会議所運動を通して、
微力ではございますが、北見の活性化に貢献してまいりますので宜しくお願いいたします。

2018年度 LOMの未来創造室
アカデミー委員会 委員長

黒部

一哉

副委員長

2018 年度

北見 2017.10.8
ハーフマラソン大会
日

伊藤

諭／和田

美紀

■勤務先／ホテル黒部

私は2009年に入会させていただき来年が卒業の年度となります。最終年度、大変重責なアカデミー委員長
を担当させていただく事になりました。今まで委員長、副理事長、専務理事など様々な経験をさせていただきまし
た事を活かし、微力ではございますが精一杯職務を全うする所存でございます。先輩の皆さまには様々な場面
で何かとお世話になるかと思いますが、
ご指導、
ご協力を下さいます様よろしくお願いいたします。

新入会員の情報を募集しています。
友人・知人・仕事関係の方で情報がござ
いましたら是非現役メンバーにお声がけく
ださい。
メンバー全員が会員拡大プロジェ
クトメンバーです。
日頃より現役メンバーを
温かく見守り、
ご支援いただいております
ＯＢ会員の皆様から一つでも多くの情報を
お待ちしております。

ボランティアスタッフ
募集中！
！
！

