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黒部 一哉

私は2009年に入会して今年で在籍10年目、
現役メンバーとして最後の年となりました。
今まで先輩諸氏を始め多くの皆さまにご指導、
ご協力をいただき北見青年会議所メンバーとして、
明るい豊かな社会の実現を掲げ北
見市や北海道、
大きくは日本、
他の国について考える機会を与えて頂き様々な経験をさせて頂きました。
この経験を活かし新入会員には、
自分達の住むこの地域の事にもっと関心を示し、
次年度以降の即戦力としてこの組織は勿論、
家庭や企業、
そしてこの地域で活躍できる様になって頂きたいと思っております。
先輩諸氏の皆さまには、
変わらぬご指導とご協力を宜しくお願い申し上げます。

北見神社

奥野 勝也

北見神社にて権禰宜を拝命しております奥野勝也
と申します。
この度、公益社団法人北見青年会議所に
入会させていただく運びとなりました。三重県生まれ神
奈川県・千葉県育ちではありますが、青年会議所在籍
中に北見での居住が最長となります。北見市を想う気
持ちは北見っ子にも負けないつもりです。諸先輩方の
背中を追い駆けJC活動に邁進し、
自分らしくJAYCEE
らしく夢と誇りを持って行動する所存で御座いますので
御指導御鞭撻の程、
宜しく御願い申し上げます。

この度、
公益社団法人北見青年会議所に入会させ
ていただきました炭焼

活性化に貢献できるよう精進して参りますのでご指導

炭焼

ご鞭撻のほど、
宜しくお願い申し上げます。

炙屋

小野 智啓

亀田寿幸と申し

ます。 弊社では自動車用電装品の修理（スターター・
オルタネータ他）及び販売（カーナビ・
ドライブレコーダー
他）
を主としております。諸先輩方より多くを学ばせて頂

北見コウベ電池㈱

亀田 寿幸

き、生まれ育った街や地域に少しでも貢献できるよう努
力したいと思っておりますので、
皆様のご指導の程宜し
くお願い申し上げます。

㈱サロマ鮮魚店

斉藤

恭

本年度より、
公益社団法人北見青年会議所へ入会
させて頂きました北見信用金庫本店営業部の斎藤 輝
と申します。
日頃は、地場に根付いた金融機関として地
元企業と共に発展すべく尽力しております。
また、
これから北見青年会議所の一員として地域に

北見信用金庫

斎藤

少しでも貢献できるよう努力していきたいと思いますの

輝

佐藤 利典

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、
アイエンタープライズ株式会社
表取締役

アイエンタープライズ㈱

野口 健太

車の販売、
整備、
車検、
板金、
他にも飲食店をやらせ

橋本 秀也
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上総工業有限会社

山本

諒

2018年度

取り組みたいと思います。皆様ご指導の程、宜しくお願
いいたします。

本年より公益社団法人北見青年会議所へ入会致
しました、上総工業有限会社の山本 諒と申します。
弊社事業として、
主に土木工事、
道路舗装工事を主に
しております。
地域や青年会議所に関しまして、右も左も分からな
い未熟者ではございますが、
「時は金なり」
ということわ
ざにもあります通り、
有限である時間を無駄にせず、
テキ
パキと事業をこなしていく所存でございます。
先輩方、
ど
うぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

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。

第六十一代理事長

これからJCで色々学べる事、
そして、地域社会への

ばせていただき、
ＪＣの活動と仕事を両立しつつ精一杯

高橋 雄太

ていただいてます。

皆様ご指導の程、
宜しくお願い致します。

代

健太です。北見市内で飲食店を３

者ですが、様々な分野でご活躍されている方々から学

この度、
公益社団法人北見青年会議所に入会致し

㈱E.S.T

野口

店舗経営しています。私自身、
まだ何もわからない未熟

ました、
株式会社E.S.T
（カーエスト）
橋本秀也と申します。

貢献をしていきたいと思っております。

北見青年会議所。父親が今の自分と同じ歳のころ
入会し、
自分が中学生位かな？初めて耳にした名前。
正直なところ滅茶苦茶印象悪いです。
ではなぜ入会し
たのか…
自分の目で見よう。知ろう。経験もしていないのに否定
するのは筋が通ってないなと感じたからです。
自分に
とって大切なもの、守るものを見失うことなくイベント
・行
事等参加していきたいと思います。
よろしくお願い致しま
す。

理事長あいさつ

夏川 卓也

本年度から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。夏川卓也です。
北見にて飲食店を経営させていただいています。
幼い頃から北見で育ち、
この町に対する愛着は持っ
ております。
私自身まだ若く、
自身のことで精一杯ではありますが
会議所の活動には積極的に参加させていただき様々
な方から刺激を受け成長させていただきたいと思って
おります。皆様よろしくお願いいたします。

㈱サトー

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、
株式会社サロマ鮮魚店 代表 斉藤 恭と
申します。平成２７年に佐呂間町からこの北見の地で
営業させていただいております。主にオホーツクの地場
の海産物を取り寄せて販売させていただいている魚屋
です。隣接した店舗では、
ワンコイン海鮮丼というコンセ
プトでテイクアウト専門の海鮮問屋も営業させていただ
いております。
ＪＣのことを色々勉強させていただきなが
ら北見市民の皆様に長く愛される企業になれるように
精進していきたいと思っております。
よろしくお願い申し
上げます。

二〇一八年の新年を迎え︑謹んで新年のご挨拶を申
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︒
一月七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︒お陰様で十名の新しいメンバーを迎え
総勢六十八名で新年のスタートができました︒ご輩出
いただきました関係諸団体の皆様︑また︑会員拡大に
ご尽力賜わっております先輩諸氏の皆様には改めて感
謝申し上げます︒私たちは﹁未来を照らす夢を描け！
〜次代の先駆者として〜﹂をスローガンに力強く運動
を展開してまいります︒今を生きる私たち自身が人や
地域のことを思い愛情を持ち明るい未来へ向けて夢を
描き︑変化の起点となり率先して行動してまいります︒
昨年は六十五年という永きにわたり歴史と伝統を築
き上げてきた先輩諸氏の皆様に︑そして多くのつなが
りの中でご支援とご協力をいただいた全ての皆様に敬
意と感謝の意をお伝えし︑六十五年の節目から歴史と
伝統を未来に紡いでいく覚悟を示す創立六十五周年事
業を開催させていただきました︒昨年度︑私たちの運
動に対し様々な場面でご支援︑ご協力いただいた全て
の皆様に改めて感謝申し上げます︒
本年度は︑第六十五回北見ぼんちまつりや第十回目
となる北見ハーフマラソン大会と︑節目を迎え変革を
求められる年になりますが︑人の結びつきから地域を
結び地域に活力を生み︑ひとづくりからまちづくりへ
とつなげていきます︒そして︑子どもたちの愛郷心を
育むために地域の魅力を生かした青少年育成事業を開
催させていただきました︒また︑オホーツクきたみ学
生連合には多くの仲間と切磋琢磨し自己成長につなげ︑
地域に夢を描く人財へと導いてまいります︒
私たちは︑二〇一九年に第六十八回北海道地区大会
を主管いたします︒
︵公社︶北見青年会議所らしく私た
ちの思いを創り上げていく大切な一年とさせていただ
き︑自分らしく︑ＪＣらしく︑夢と誇りをもって行動
していきます︒
本年も︑様々な場面においてお世話になることと存
じますが︑昨年同様のご支援︑ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます︒

ドレス

で、
ご指導の程宜しくお願い致します。

題字／第61代理事長 高橋雄太

多くを学び、
自分自身の成長とさらには北見市の発展と

本年度より公益社団法人北見青年会議所へ入会
させて頂きました北見コウベ電池㈱

炙屋 を経営させていただい

ております小野智啓と申します。
ＪＣを通じて先輩方から

事 業 紹 介

直前理事長あいさつ

新 年 交 礼 会 １月７日㈰

直前理事長

山 本 英 和

明けましておめでとうございます。希望に満ち溢れた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賜ってい
ることに深く感謝申し上げます。また、昨年は、多くの例会、事業の開催におきまして多大
なるお力添えを賜り、創立65年という節目の年を終えることができました。心から感謝申し
上げます。
１月７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61代理事長高橋雄太くんの力強い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、2018年度の青年
会議所運動が華々し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。
2018年は、来年の地区大会開催に向け非常に重要な年となります。本年も、９月に北海道地区大会苫小牧大会
が開催され、大会式典の場にて大会の鍵をお預かりして来る予定となっております。そして、私もＪＣ生活最後
の一年間を北海道地区協議会道東エリア担当副会長として過ごすこととなりました。先輩諸氏より受け継いだ想
いを胸に北海道というフィールドで北見青年会議所ここに有りを示してまいります。
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一丸となって夢を描ける地域の創造に向
け邁進して参りますので、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。

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 HOKKAIDOブランド確立委員会 委員長

堀江 雄介

2018年１月７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。
高橋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。

L O M 大 会 １月26日㈮

この度、
公益社団法人日本青年会議所 北海道地区協議会 2018年度 HOKKAIDOブランド確立委員会 委員長を仰せつかりまし
た堀江雄介と申します。
当委員会は、
年々増加傾向にあるインバウンドが地方創生への好影響を与える中、
道内各地における潜在された魅力を顕在化させ、
人と人・人と地域・地域と地域の結びつきから生まれる北海道ブランドを確立し魅力と誇り溢れる北海道の創造へ向け邁進していきます。
先輩諸氏及び関係諸団体の皆様、
ご指導・ご鞭撻何卒よろしくお願いいたします。

公益社団法人 日本青年会議所 北海道地区協議会 広報渉外委員会 副委員長

清野 孝紀

本年度、
（公社）
日本青年会議所 北海道地区協議会 広報渉外委員会に川村信幸君と共に出向させていただきます。
本委員会では、
前年度に構築した３つの広報活動「ホームページ」
「YouTube」
「メールマガジン」の仕組みを引き継ぎつつ、
さらに北海
道地区協議会および各LOM事業の情報を取りまとめ、
JCの活動を広く発信し、
JCの存在意義や社会貢献の取り組みを知っていただき
JCの価値を高めることに繋げられるよう取り組んで参ります。
本年度一年間皆様宜しくお願い致します。

公益社団法人 日本青年会議所 北海道地区協議会 総務運営委員会 副委員長

三橋 裕樹

2018年度北海道地区協議会総務運営委員会副委員長として出向させていただきます。
魅力と誇り溢れる北海道を創造するために、
北海道地区協議会が展開するJC運動の基盤となる諸会議の設営、
上程される議案の精
査を担当し、諸会議を通じて議案作成ルールの徹底、提出期限の順守によってガバナンスを確保し、
会議を適切に運営することで、
各
LOMの負託と信頼に応える組織体制を確立します。
北海道と道東の架け橋となるべく運営支援を行いますので１年間よろしくお願いいたします。

公益社団法人 日本青年会議所 北海道地区協議会 道東エリア運営会議 副議長

津幡 美紀

本年度、
道東エリア副議長を仰せつかり、
LOMとエリアをつなぐ大切な役割をいただいたことに大変感謝申し上げます。初めての出
向ですが、
エリアメンバーと事業を構築していくことで、北見LOMに還元出来ることを見つけ、
またエリアの活動をLOMメンバーに伝え
ていくことが私の担いであると考えております。
連綿と紡がれてきた道東魂と、
不変の理想である道東道のもと、
エリア事業に邁進いたしますので、
皆さま、
本年度のエリア事業にど
うぞお力をお貸しいただけますよう、
よろしくお願い申し上げます。

出向者連絡会議

村口

2018年1月26日（金）18：30より、北見経済センターにて１月第２例会が開催されました。
2019年度第68回北海道地区大会に向けて「想いをひとつに北海道地区大会へ！〜過去から今、そして未来に向けて」
をテーマに地区大会の歴史を振り返りＬＯＭの変化や未来についてテーブルディスカッションを行いました。
2019年度地区大会主管ＬＯＭとしての意識統一を図るとともに当事者意識の向上へとつながる例会となりました。

議長

悟

出向者はLOMの発展へとつなげる気概を持ち、
出向先で得られる情報や多くの気づきをLOMに伝えるために、
（公社）
日本青年会
議所及び北海道地区協議会の各事業、
諸会議への参画とメンバーへの参加推進を図ってまいります。
また、
北方領土早期返還実現に向けて、
世論の結集を図り、
問題解決に向けた後押しにつなげるため、
当事者意識をもって北方領
土返還要求署名運動を推進してまいります。
１年間宜しくお願い致します。

