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山口 冬樹

2019年度は７名の新入会員をお預かりさせていただきました。
ご協力いただきました関係諸団体、先輩諸氏の皆様には心より感謝申し上げます。
2019年度新入会員には「忘己利他〜地域を照らすために〜」をテーマの下に、多くの経験から互いに切磋琢磨
し、地域を想い行動することで日々支えてくれる家族や企業、仲間に感謝できる利他の精神に満ちた人財へと成
長するための一年間とします。
先輩諸氏の皆様にはご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお
願い申し上げます。
本年度より、公益社団法人北見青年会議所に入会
致しました株式会社ミズノ硝子建材

神田寛康と申し

ます。弊社ではガラス・サッシを始めとした建築に関わる
資材の卸売り業と、
住宅リフォーム事業を主としております。
若輩者ではございますが生まれ育った地域にしっか

㈱ミズノ硝子建材

神田 寛康

ホテルロイヤル北見

堂閑 涼太

㈱コンサルトジャパン

森谷 順喜

りと恩返しができるよう、JC活動を通じて諸先輩方をお
手本に学び、努力して参ります。皆様ご指導ご鞭撻の
程よろしくお願い致します。

この度、
公益社団法人北見青年会議所へ入会させ
て頂きました、
ホテルロイヤル北見の堂閑涼太と申しま
す。弊社では、
ご宴会、
結婚式、
法事、
イベント等のお手
伝いをさせていただいております。
これからJC活動を通
じて、
信頼しあえる仲間を作り、
学び、
多くの経験を活か
し、生まれ育った北見へ少しでも貢献できるよう精一杯
努力していきたいと思っております。
まだまだ、右も左もわからない未熟者ではございます
が、
皆様ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

本年度より、
公益社団法人北見青年会議所へ入会
させて頂きました
（株）
コンサルトジャパンの森谷順喜と
申します。
弊社では保険代理店として損害保険や生命保険
の営業を主としています。
これからJCのことを色々勉強させていただき、少しで
も北見という街に貢献できるよう尽力していきたいと思っ
ていますので、
皆様のご指導の程宜しくお願い致します。

今年度より、
公益社団法人北見青年会議所へ入会
させていただきました新谷ゆうみです。北５条西３丁目
ジョイフルビル5階でプレジデントという飲食店を経営さ
せていただいております。私自身経営もまだ不慣れで、
子供が２人おりますので何かと自由に動ける時が少な

稔

本年度より、公益社団法人北見青年会議所に入会
せて頂いております市山宗史と申します。
まだまだ若輩者ではございますが、諸先輩方から多
くを学ばせて頂き少しでも地域社会に貢献をし、
自分自

Ｂar S、大衆居酒屋いち

市山 宗史

身成長できるよう努力させて頂きます。皆様、
ご指導宜
しくお願い致します。

出向者あいさつ
公益社団法人 日本青年会議所
北海道地区協議会
道東エリア拡大特命会議 議長

猪狩 文也

この度は、
公益社団法人 日本青年会議所 北海道地区協議会 道東エリア拡大
特命会議 議長を仰せつかりました猪狩文也と申します。
道東エリア拡大特命会議では道東エリア全体での会員拡大をしていく会議体と
なっております。
この１年間で私自身が拡大のプロフェッショナルとなり（
、公社）北見青
年会議所、
また道東エリアの会員拡大を成功に導くために邁進していきます。
先輩諸氏の皆様にはご協力していただくこともありますが、
ご指導、
ご鞭撻何卒よ
ろしくお願い申し上げます。
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藤下 大輔

出向者連絡会議では北見のLOMの発信と、
北海道地区協議会での情報などを、
北見に持ち帰り北見LOMの発展などの力になるべく活動していく会議体です。
また、北方領土返還署名運動などを通じて、色々なイベントの場にて北方領土返
還署名運動をして、
地域住民への北方領土問題の意識などを高め、
問題解決に向
け北方領土返還署名運動を続けていく所存でございます。
2019年度、
先輩諸兄の皆様におかれましても、
１年間よろしくお願い致します。

2019年度

新入会員募集中

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。

理事長あいさつ

公益社団法人 北見青年会議所

出向者連絡会議 議長

第六十二代理事長

この度、
公益社団法人北見青年会議所に入会させ
ていただきました。合同会社Fertility（ファティリティ）
藤田知仁と申します。
パソコンのシステム開発やホームページ作成などをさ
せていただいております。
これから、
北見青年会議所の一員として地域のため
に貢献できるよう努力していきたいと思いますので、
ご指
導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

山中 大輔

藤田 知仁

で成長していきたいと思いますのでよろしくお願いします。

二〇一九年輝かしい新年を迎え︑謹んで年頭のご挨
拶を申し上げます︒
各界︑各層の皆様︑先輩諸氏の皆様におかれまして
は益々ご清祥のこととお慶び申し上げます︒日頃より
公益社団法人北見青年会議所の運動に対しまして︑深
い御理解と御協力を賜っておりますこと︑また一月六
日に開催させていただきました新年交礼会に多くの皆
様にご臨席賜りましたことに五十八名のメンバーを代
表し心から感謝を申し上げます︒
本年は﹁和の心で紡ぐ感動の新時代 All
our dreams can come true﹂の
スローガンの下︑平成最後の運動として︑そして新し
い元号の下︑未来輝く新時代へ向けて大きな挑戦をし
てまいります︒その歩みのなかで︑地域活性化事業と
して第六十六回北見ぼんちまつりにおいて︑関係諸団
体と新たなる連携を試みることで︑人の輪を大きく広
げ市民意識の醸成に取り組んでまいりたいと思います︒
また︑子ども達への育成事業として︑より多くの青少
年に対し地域の課題に関心を持っていただくことで︑
将来地域の課題解決に取り組む人財を育成してまいり
ます︑そして︑本年度は社会福祉に対し︑問題の抽出
や課題解決へ向けて目を向けていくことで︑より地域
に必要とされる組織として邁進してまいります︒
昨年協働事業として開催予定でありました節目の大
会︑第十回北見ハーフマラソン大会は台風の到来によ
り苦渋の決断ではありましたが中止とさせていただき
ました︒御支援・御協力を賜りました皆様には大変お
詫びを申し上げるとともに︑本年度は二年分の想いを
込めまして︑地域協働での地域づくり運動に力強く邁
進してまいります︒
そして︑最も大きな挑戦として本年度︑公益社団法
人日本青年会議所北海道地区協議会第六十八回北海道
地区大会北見大会を主管いたします︒二〇〇九年に第
五十八回北海道地区会員大会北見大会を主管してから
十年︒地域の抱える問題の共有と解決への強い発信を
行い︑北海道に対し意識変革をもたらす大会とすべく
ＬＯＭメンバーは大きな挑戦をする機会をいただきま
した︒愛する地域と北海道を結び︑夢と希望をもって
未来を明るく照らすべく全メンバー一丸となって他を
思いやる﹁和の心﹂を抱き挑戦をしてまいります︒
本年も一年間︑皆様には数多くの場面においてお世
話になることと存じますが︑御指導︑御鞭撻を賜りま
すようお願いを申し上げます︒

新谷 有美

題字／第62代理事長 山中大輔

させていただきました。
Ｂar S、
大衆居酒屋いちを経営さ

いので申し訳ないですが、何事も全力を尽くし取り組ん

President

Fertility

鈴木美装

鈴木

この度 公益社団法人北見青年会議所に入会させ
ていただきました マルスズ 鈴木美装 鈴木稔です。
まだまだ会社は７年で４名と言う小規模ながら美装
全般の仕事をしています。他にも弊社ではなんでもやり
ます。
リフォーム全般、
遺品整理、
冬は除排雪、
雪下ろし、
とにかく家族で頑張っております。
目標は５歳の子供と
一緒に仕事をすることです。JC活動を通じて自分をもっ
と大きくしたいと思っています。皆さんの力となりこれから
も全力で頑張る所存です。皆様ご指導の程宜しくお願
い致します。

事 業 紹 介

直前理事長あいさつ

新 年 交 礼 会 １月６日㈰
2019年１月６日
（日）18：00より、ホテル黒部にて１月第１例会新年交礼会が開催されました。
年頭のご挨拶と理事長方針並びに各委員会の活動方針をお伝えさせていただきました。
多くのシニアクラブ会員の皆様のご出席を賜り、ありがとうございました。
山中理事長を筆頭にメンバー一丸となって運動を展開してまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

直前理事長

高 橋 雄 太

あけましておめでとうございます。晴れやかに平成最後の新年を迎えられましたことに心
からお慶びを申し上げるとともに、平素より現役メンバーに対し、多大なるお力添えをいた
だいていますことに心より感謝を申し上げます。また、昨年は、多くの例会、事業の開催におきまして多大なる
ご支援を賜り、地域にさまざまな夢を描き青年会議所運動を次代に紡ぐことができました。心より感謝申し上げ
ます。１月６日に行いました１月第１例会新年交礼会におきましては、多くの来賓の皆様、先輩諸氏のご臨席の
もと、第62代理事長山中大輔君の熱い思いのこもった所信表明と北見青年会議所全メンバーの覚悟と決意を示
し、2019年度の青年会議所運動が力強くスタートを切ることが出来ました。ご臨席いただきました先輩諸氏に改
めて感謝申し上げます。2019年は、北海道地区大会苫小牧大会から、大会式典の場にて大会の鍵をお預かりし、
いよいよ私たちが北海道地区大会を主管する年であります。10年の時を経て、先輩諸氏より受け継いだ想いを胸
に、北見から北海道を元気にしていくムーヴメントを起こしてまいります。本年も多くのご支援をお願いする場
面があるかと思いますが、LOM一丸となって和の心で紡ぐ感動の新時代を築き上げてまいりますので、昨年同様
のご指導、ご協力、お力添えを賜りますよう心よりお願い申し上げます。

第68回 北海道地区大会北見大会

主管実行委員長

第68回 北海道地区大会北見大会 主管実行委員長

部会長あいさつ

堀江 雄介

新年明けましておめでとうございます。第68回北海道地区大会北見大会主管実行委員長の役を仰せつかりました堀江雄介と申します。
2009年度、第58回北海道地区会員大会北見大会を経てから10年の月日が流れ、本年度、第68回北海道地区大会北見大会を主管さ
せていただく運びとなりました。この10年間で私たちの取り巻く環境は非常に大きく変化しております。時代の流れに即した市民意識変革
運動を日々展開しておりますが10年という節目を迎えるにあたり、本大会を通じて北見市民はもちろんのこと、北海道民及び全道各地会
員会議所会員へ向けて大きなインパクトを与えるとともに特別な大会となるべく、メンバー一丸となって北見から発信していく所存でござい
ます。大会構築及び開催にあたり、いつも現役メンバーを支えてくださる北見青年会議所シニアクラブの皆様からのご支援、ご協力無く
して大会は成り立ちません。何卒、ご指導ご鞭撻いただけますよう心よりお願い申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。

第68回 北海道地区大会北見大会 総務部会 部会長

三橋 裕樹

2019年度第68回北海道地区大会北見大会 総務部会長を仰せつかりました三橋裕樹と申します。
総務部会では、総務広報委員会とアカデミー委員会から構成され、大会の窓口としてご参加いただく北海道民及び各地会員会議所メン
バー、
各地会議所シニアメンバー及び関係諸団体に対して、
正確な情報発信やスケジュール調整を行い、
様々な広報媒体を用いて北海道
全域へ広く発信しより多くの動員を図るべく邁進して参ります。一年間よろしくお願いいたします。

第68回 北海道地区大会北見大会 式典部会 部会長

横田 真志

本年度第68回北海道地区大会北見大会式典部会長を仰せつかりました横田真志と申します。
今年度入会３年目の若輩者が式典部会という厳粛な事業を担当することになり、
身が引き締まる思いでございます。
先輩諸氏が築かれた第58回北海道地区会員大会北見大会を道標に事業の構築をしていく所存でございますので、
先輩諸氏の皆様
のご指導、
ご鞭撻何卒よろしくお願い申し上げます。

第68回 北海道地区大会北見大会 記念事業部会 部会長

湊

雄裕

2019 年度第 68 回北海道地区大会北見大会 記念事業部会長を仰せつかりました湊雄裕と申します。
記念事業部会は、社会開発委員会から構成され、主にメインフォーラムを担当することとなります。
メインフォーラムは、主管LOMである
（公社）北見青年会議所のプライドと未来を示す大切な事業だということを忘れず、
これまで先輩諸氏が築いてこられた歴史に恥じないメイ
ンフォーラムにいたします。何卒一年間よろしくお願いいたします。

第68回 北海道地区大会北見大会 懇親部会 部会長

村口

悟

2019 年度第 68 回北海道地区大会北見大会 懇親部会長を仰せつかりました村口悟と申します。
懇親部会として、北見の魅力を最大限に発信し、北見らしさを感じていただき、参加いただく全ての方へのおもてなしの心を持って、記
憶に残る大懇親会を開催するべく全力で取り組んで参ります。未熟な点も多く先輩諸氏の皆様にご協力いただく場面も多々あるかと思い
ますが、一年間どうぞよろしくお願いいたします。

