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本年は、１１名の新入会員を迎えて一年間活動を行います。
青年会議所という扉を開き、一歩を踏み出したアカデミーは、積極的に例会、事業に参加することで、先輩諸氏の築き上げ
てきて伝統を継承すると共に、
いたるところに転がる機会を成長のチャンスとし、個人の可能性を広げてまいります。
ご来賓の皆様、先輩諸氏の皆様には、多くの場面でお世話になりますがご指導、ご鞭撻頂きますようお願い申し上げます。

《活動内容》

「己を磨け！〜組織の担い手となるために〜」をテーマとして掲げ、多くの経験を共にする中、互いが互いを磨き、永遠の
絆を育み、組織の未来を担う人財へと成長する 1 年間とします。
ご来賓の皆様、先輩諸氏の皆様には、多くの場面でお世話になりますがご指導、ご鞭撻頂きますようお願い申し上げます。

㈲まるみ衣裳店

今井

㈱坂井印刷

坂井

達哉

大西

陽一

鉄板割烹 規久

田中 規久

薄荷の街北見出身の３７歳、５人家族です。現在、
永田製飴㈱では取締役専務、㈲ハッカ豆本舗では取
締役社長を務めております。永田製飴では、昭和初
期北見市が世界７割の生産量を占有した薄荷の『ハッ
カ飴』を主力商品として、
『流氷飴』『ゴールデンバター
飴』などの北海道特産の原料を使用した飴を展開して
おります。昨今、池田町ワイン山幸を使用した『山幸
ぶどう飴』を発売しました。また、ハッカ豆本舗では、
製法を変えず、厳選した北海道産原料を使用し『はっ
かまめ』を展開しております。日頃よりご愛顧頂き誠に
ありがとうございます。JC 入会にあたり、地域貢献でき
るよう精進して参ります。よろしくお願い申し上げます

永田 泰之
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心を磨き光輝け！
地域を照らし未来へと繋ごう
理事長あいさつ

永田製飴㈱

本年度から公益社団法人北見青年会議所に入会
しました田中規久と申します。趣味特技はラグビーで、
五郎丸選手と同学年の３０歳です。現在は鉄板割烹
規 kiku 久を経営しています。今回 JC に入会させて
いただいた理由はある先輩会員さんの話を聞いた事が
きっかけでした。その話を聞いた私は、４０歳以下とい
う限られた時間の中で同じ時代を生きてきた人達と本気
で何かをする事のすばらしさ。先輩会員の方々との人
間関係や同期の仲間との友情。何か社会に出てから
味わえなかった、まるで学生時代の部活動のように熱く
なれる日々があるような感じがしました。未熟者の私が
JC に入会してやっていけるか不安もありましたが、自分
の出来る事を精一杯やろうと入会を決意しました。今
後は JC 活動を通して地域貢献が少しでも出来るように
頑張ります。よろしくお願いいたします。

第五十九代理事長

本年度、公益社団法人北見青年会議所に入会し
ました㈱サン園芸の戸田と申します。現在、㈱サン園
芸では、種苗・農業資材等の卸売業を行っています。
地元の北見市へは、去年戻ってきたばかりではござい
ますが、より北見の地域社会・経済を知り、仕事だけ
ではつながりにくい様々な分野でご活躍されている方々
との関係を構築し、まちづくり事業等を通じて地域社会
にも貢献していきたい、その一心で入会を決めた次第
です。今はまだわからないことばかりですが、先輩・
OB 会員の方々のように自分自身も大きく成長できるよう、
努力していきたく存じます。何かとご迷惑をお掛けする
ことと思いますが、一生懸命頑張ります故、どうぞ宜し
くお願い申し上げます。

TAMMY

村井 一介

戸田 洋平

皆様、はじめまして。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株式会社坂井印
刷の坂井 達哉と申します。会社の業務内容は、印
刷業務全般を承っており、お客様が抱えている問題を
どうすれば解決できるかを親身なって一緒に考え、些
細なことでも相談したいと思っていただけるよう心がけて
おります。私自身は、約２年前に北見へ戻ってきて、
実に２５年ぶりの北見での生活に、やっと慣れてきたと
ころです。昨年あたりから北見青年会議所主催の様々
なイベントに参加させて頂き、その活動に興味を抱き、
地域貢献活動と信頼しあえる仲間作りをしたいと考えて
おります。まだまだ、右も左も分からぬ未熟者ですが、
皆様ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。

２０１６年１月１日より、正会員として公益社団法人北
見青年会議所に入会しました大西です。給排水衛生
設備工事、冷暖房工事を仕事としています。これといっ
た趣味はありませんが、仕事柄、建築に興味があり、
建築関係の雑誌を読むのが好きです。北見市をより良
い街にするために、青年会議所の活動に積極的に取
り組んで行きたいと思いますので、宜しくお願いします。
また、JC の活動の中で、自分に足りないものを周りの
方々から吸収して自分を磨いていこうと思っておりますの
で御指導御鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

二〇一六年の新年を迎え︑謹んで年頭のご挨拶を申し
上げます︒
各界の皆様︑先輩諸氏の皆様におかれましては︑益々
ご清祥の事とお慶び申し上げます︒
一月 十二日に開 催いたしました一月 第一例 会 新 年 交 礼
会に多くの皆様のご臨席を賜り︑心より感謝と御礼を
申し上 げ ま す︒お蔭さまで十一名の素 晴らしき 新メン
バーを迎え︑総勢七十名で本年度のスタートをきること
ができました︒会員を輩出いただきました企業様︑ま
た会員拡大にご尽力賜っております先輩諸氏の皆様に
改めて感 謝 申し上 げ ます︒私たちは今 後 も青 年 会 議
所運動の根幹ともいえる会員拡大活動に積極的に取り
組んでまいります︒
本 年は︑
﹁地 域の未 来を担 う 青 年としての役 割 と責
任 を自 覚し︑品 位 を高め︑人 格 を磨 き︑公 益の視 点
を常に持って︑地域のために率先して行動しよう︒
﹂と
いう基本方針のもと︑先人から受け継いだ﹁今﹂をよ
り良いものにして﹁未来﹂へと繋ぐ当事者意識を持って
﹁ひとづくり・まちづくり・組織づくり﹂に取り組むこ
とを通じ︑ふるさと北見の繁栄に寄与するべく一丸となっ
て青年会議所運動に邁進してまいります︒そして︑会
員一人ひとりが地域に対して率先して行動するアクティ
ブシチズンとして己を磨き上げ︑より一層地域から慕わ
れ必要とされる組織となることをお誓い申し上げます︒
また本 年は私たちの友 好ＪＣである一般 社 団 法 人 宮
古 青 年 会 議 所の五十五周 年が開 催されます︒昭 和五
十六年に締結してより三十五年︑先輩諸氏が温めてき
た両ＬＯＭの友情を更に深め︑互いに刺激し合い成長し
続ける友として絆を深めてまいりたいと考えています︒
昨年十二月定時総会において公益社団法人日本青年
会議所北海道地区大会誘致に向けて行動を起こすこと
が全 会一致で可 決いたしました︒私たちにとっての大 き
な挑戦でありますが︑その行動が会員個々はもちろん︑
組 織の成 長へと繋 がることを 確 信 してお り ま すので︑
会員一同勇気を持って取り組んでまいります︒
本 年 も 皆 様には大 変お世 話になることと存 じま す
が︑ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます︒
一年間何卒よろしくお願い申し上げます︒

㈱サン園芸

康暁

この度、公益社団法人北見青年会議所に入会い
たしました（有）
まるみ衣裳店の今井康暁でございます。
弊社は、主に花嫁花婿向けのブライダル衣裳のお貸
出・成人式での振袖・紋付のお貸出・北見夕陽ヶ丘
チャペルでの結婚式のお手伝いなど、人生の節目のお
手伝いをさせていただいております。私自身は、北見
在住 7 年目となり、北見についてまだわからないことも
多々ありますが、この北見で多くの方との出会いとご縁
もありJC への入会を決めさせていただきました。これか
ら北見という都市は、人口減少・過疎化等の様々な
問題はございます。JC の活動を通して、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。

題字／第５９代理事長 村井 一介

四役あいさつ

直前理事長あいさつ

更なる飛躍を目指せ
〜地域を照らし未来へ〜
直前理事長

帰山 哲雄

平素は格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げるとともに謹んで新年のご挨拶を申し上げます。昨年度では先輩諸氏の皆様や関係す
る団体の皆様からの、多大なるご支援とご協力、
そしてご理解を賜りながら一年を終えることが出来たことに対し、心より感謝と御礼を申
し上げます。
去る1月12日に開催されました１月第1例会新年交礼会では、第59代理事長村井一介君のすばらしい理事長所信と共に公益社団法
こ
人北見青年会議所運動を更なる飛躍を目指し、会員一同が心を一つに全力で邁進していくことを皆様に発信することが出来ました。
れから運動を展開していくにあたり、大小様々な困難が多々あるかもしれませんが、会員一同が一丸となって乗り越えられると確信してお
ります。
また、私も直前理事長として村井一介理事長をサポートし、昨年度に経験させて頂いたことを糧に会員全員の支えとなれる様、全
力で取り組んで参ります。
そして公益社団法人日本青年会議所北海道地区協議会の運営専務としても公益社団法人北見青年会議
所の名に恥じぬよう全力で取り組み、北見青年会議所会員へフィードバックし北見の未来に繋げられる一助となる様、邁進して参ります
ので引き続きのご指導ご鞭撻の程、
宜しくお願い申し上げます。

専務理事

多田

健太郎

新年あけましておめでとうございます。
昨年度は、副理事長 兼 次代へつなぐ地域づくり実践室 室長として、主要事業であります第62回北見ぼんち
まつり並びに第7回北見ハーフマラソン大会に対し多大なご協力を賜りましたことを改めて心より御礼申し上げます。
本年度は村井理事長のもと専務理事という大役を仰せつかり、1年間のスタートを迎え改めて身の引き締まる思
いでおります。村井理事長が掲げる方針を実現するために全メンバーが力強く歩を進められるよう、LOMの公正
かつ円滑な運営のために1年間力を尽くす所存です。
また、本年度は2018年度 第68回北海道地区大会への主
管立候補を行うことが決議されております。主管LOMとしての選定を受けるため、LOMメンバー一丸となった誘
致活動が行えるよう、
誘致プロジェクトの担当として尽力してまいります。
先輩諸氏、
メンバーの皆さまには大変お世話になりますが、
JCライフ最後の一年間を全力で全ういたしますので、
変わらぬご支援、
ご協力を賜りますようお願いいたします。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は格別なご厚情を賜り、
誠にありがとございました。
私は本年で入会6年目となりますが、
まだ経験が浅い中、事務局長という役を務めさせていただくことになり、
身
の引き締まる思いです。
これまでご指導いただいた多くの方々に改めて感謝申し上げるとともに、
そのご厚情に報
いる為にも、
多田専務の下、
この役職を全うする所存です。
公益社団法人北見青年会議所がより信頼・信望される組織になる為にも、LOMメンバー一人ひとりが青年会
議所運動を行いやすい環境を作れるよう努力して参りますので、先輩諸氏の皆様には、何卒ご指導・ご鞭撻、
そ
してご協力を賜りますよう、
宜しくお願い申し上げます。

四役あいさつ

事務局長

新年あけましておめでとうございます。
2016年度公益社団法人北見青年会議所 村井一介理事長のもと副理事長兼未来の力育成室室長という
大役を仰せつかり身が引き締まる想いです。
このような機会を与えてくださった村井一介理事長に感謝申し上げます。
2004年度に社団法人北見青年会議所に入会させていただき,13年目となりますが様々な立場で学んでまいりまし
た。
その経験活かし、全力で職務を全うしていく所存です。
私の担当する山本英和委員長率いるアカデミー委員会では地域のリーダーを育成し、未来の組織を担う人財

清野

孝紀

新年交礼会１月１２日 LOM大会１月１８日

を育成して参ります。金山隼人委員長率いる青少年育成委員会では豊かな心と個性を持ち合わせた、
自ら行動
副理事長 兼
未来の力育成室

小林

室長

和真

できる青少年を育て、地域の未来の担い手を育成して参ります。
先輩の皆様、現役メンバーの皆様には一年間大変お世話になると思いますが、何卒ご指導、
ご鞭撻、
そしてご
協力の程、宜しくお願いします。
新年あけましておめでとうございます。
2016年度村井理事長のもと、副理事長兼地域の力向上室室長という大役を仰せつかり大変身の引き締まる
思いでございます。
また、
このような機会を与えてくださいました村井理事長に大変感謝を申し上げます。
地域の力向上室では、歴史ある北見ぼんちまつりの事業を通じて多くの地域住民の更なる愛郷心の高揚に繋
げるために取り組む地域振興委員会と、魅力ある北見ハーフマラソン大会を目指し多くの地域住民と共に協働で
運営に取り組む地域協働委員会を担当させていただきます。村川証委員長率いる地域振興委員会メンバー、森

副理事長 兼
地域の力向上室

鹿中

副理事長 兼
組織の力増強室

柳瀬

室長

源太郎

室長

良太

大悟委員長率いる地域協働委員会メンバーと共に公益社団法人北見青年会議所が更に地域に必要とされる
組織として積極的に取り組んでまいります。
先輩諸氏、
メンバーの皆様には一年間大変お世話になりますが、
ご指導、
ご鞭撻の程よろしくお願いもう申し上
げます。

本年、村井理事長のもと副理事長兼組織の力増強室室長という大役を仰せつかり身の引き締まる想いのなか、
愛する北見市そして公益社団法人北見青年会議所の礎になるべく行動させていただきますことをお誓い申し上
げます。
組織の力増強室では、石山委員長率いる総務広報委員会と山中委員長率いる会員研修委員会を担当し、
私たちの運動を一人でも多くの皆様に知っていただけるよう努め、脈々と受け継がれてきた歴史と伝統を地域の
未来へ繋ぐために、
まずは私たち自身が己を磨くことで質の高い青年会議所運動に繋げ組織の力を増強してま
いる所存でございます。
また、
出向者連絡会議の担当副理事長も仰せつかり、佐藤議長と共に20名の出向者メ
ンバー間の連携を図りながら出向先での多くの学びをメンバーに伝えられるように行動してまいります。
先輩諸氏、
メンバーの皆様には1年間大変お世話になりますが、
ご指導ご鞭撻そしてご協力の程宜しくお願い
申し上げます。

《公益社団法人 北見青年会議所年間スケジュール》
例会・諸会議

日程

担当委員会

定時総会

2月24日（水） 総務広報委員会

2月第2例会

2月24日（水） 会員研修委員会

2月第1例会
2月理事会

3月第1例会

3月第2例会
3月理事会

2LOM合同例会

例会・諸会議

4月例会

2月10日（水） 地域振興委員会

4月理事会

2月26日（金） 地域振興委員会
3月18日（金） 委員長連絡会議
3月27日（日） 地域協働委員会

5月理事会

3月29日（火） アカデミー委員会

未定

4月27日（水）

5月例会

6月例会
6月理事会

日程

5月17日（火）
家族例会

5月27日（金）

担当委員会

青少年育成委員会
会員研修委員会
会員研修委員会
地域協働委員会

未定
アカデミー委員会
6月29日（水） 青少年育成委員会

