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2月21日
（木）
担当：地区大会運営会議

ホテルロイヤル北見にて１月第２例会が開催されました。オブザーブと
して（一社）旭川青年会議所菅井理事長と（公社）日本青年会議所 北海道地区
協議会 地区大会運営委員会 平間委員長にご参加いただきました。
天候不良のため予定されていた１月24日から延期となりましたが、第68
回北海道地区大会 北見大会に向けて担当部会長からプレゼンテーションに
よりメンバー全員で情報共有を行い、部会ごとのグループディスカッション
で様々な企画を出し合いました。
今後の地区大会準備構築に向けてＬＯＭメンバー全員で一致団結するこ
とができました。

２ 月 例 会

2月7日
（木）
担当：地域創造委員会

題字／第62代理事長 山中大輔

「一致団結〜地域の活力を生み出すために〜」
北見経済センターにて２月例会が開催されました。
ぼんちまつり実行委員長の舛川誠先輩、北見商工会議所青年部 随行一臣
会長をはじめ、多くの北見商工会議所青年部のメンバーにご参加をいただ
きました。
舛川実行委員長、随行会長、山中理事長のパネルディスカッションでは、
ぼんちまつりの現在の試みや北見商工会議所青年部・
（公社）
北見青年会議所
との連携についてなど、それぞれの立場からの考えを聞くことができました。

3月例会 2LOM合同例会

3月9日
（土）
担当：出向者連絡会議

今年度は遠軽の地にて「３月例会２ＬＯＭ例会」が開催され、山中
理事長をはじめ多くのメンバーで参加いたしました。
体育館でフロアボールを行い、遠軽青年会議所 堀田理事長を始め、
両ＬＯＭメンバーの親睦と絆を深めました。

４ 月 例 会

4月18日
（木）
担当：地域協働委員会

「何ができる⁉ 災害への備え〜避難所運営から学ぼう〜」
北見経済センターにて４月例会が開催されました。
北見市社会福祉協議会様と締結している協定書の内容を再確認し、
【Ｄｏはぐゲーム】を通じて避難所運営を疑似体験しました。

5月15日
（水）
担当：アカデミー委員会

アカデミー委員会が初めて担当する例会として、５月例会が開催さ
れました。
アカデミー委員会メンバーの入会前後で感じたことや（公社）北見青
年会議所ＯＢ諸先輩方の言葉を踏まえ、自らの意見を出し合うことで、
それぞれの役割と責任について再認識する機会となりました。

「次代へ紡げ！〜 ALL 北見 JC 〜」

ホテル黒部にて６月例会ＯＢ例会を開催しました。
2020年度四役の紹介、各委員会の事業報告、第68回北海道地区大会北見大会の実行
委員長・部会長から現時点での地区大会概要説明を行いました。
ＯＢ会員の皆様との交流を深め、今後（公社）北見青年会議所の更なる運動を展開
させていただくことへの激励の言葉をいただき素晴らしい時間を過ごさせていただ
きました。今後も明るい豊かな社会の実現に向けて歩みを進めてまいります。多く
のＯＢ会員の皆様にご参加いただき、誠にありがとうございました。

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
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第六十二代理事長

6月4日
（火）
担当：委員長連絡会議

山中 大輔

６月例会 OB例会

理事長あいさつ

「JAYCEE CONSCIOUSNESS ！〜個々と組織の成長へ〜」

さまざまな地域課題解決に向けて多くの運動を展開
し︑次代へと紡いできた﹁平成の時代﹂は新しい時代
﹁令和の時代﹂となり︑先輩諸氏の皆様におかれまし
ては︑日頃から私たちの運動に対し︑多大なる御支援
と︑御協力を賜り心から感謝と御礼を申し上げます︒
本年度﹁和 の 心 で 紡 ぐ 感 動 の 物 語 All our
dreams can come true﹂をテーマに
メンバー一人ひとりが青年会議所運動に対し︑夢を追
い続ける勇気を抱き走り始めて︑二〇一九年も折り返
しの地点を迎える事となりました︒運動の様々な変化
や組織の様々な変化に対応し﹁新たなる挑戦﹂を全メ
ンバー一丸となって取り組んでいます︒これから残り
半年間︑第六十六回北見ぼんちまつり︑第十一回北見
ハーフマラソン大会︑教育事業と大きな事業を控えて
おりますが︑本年度最大の挑戦である九月の第六十八回
北海道地区大会北見大会の準備も北海道地区協議会と
共に主催・主管一体となって進めてきております︒
令和は﹁個が活躍する時代からチームワークで力を
合わせ︑苦難を乗り越えていく時代﹂と言われており
ますが︑九月に開催される地区大会のテーマにも上げ
させていただいている﹁結の力﹂を強く発信し︑仲間
たちや各関係諸団体そして地域と手を取り合うことで︑
事業を成功に収めてまいります︒また︑五月の臨時理
事会において二〇一九年度の理事長予定者堀江雄介君
をはじめとする︑山口冬樹君︑石井伸一君︑三橋裕樹
君の三名の副理事長予定者と伊藤諭専務理事予定者そ
して村口悟事務局長予定者を御承認いただきました︒
本年一年の挑戦によって成長したＬＯＭの力をもって
来年度運動をより大きく発信すべく心ひとつに取り組
んでまいります︒
最後となりますが︑去る六月四日に開催いたしまし
たＯＢ例会には多くの先輩諸氏の皆様に御参加いただ
きました︒地区大会の不安を抱いているなかで︑ＡＬＬ
北見ＪＣとして支えていただけていることに︑地区大
会審議を目前と控えメンバーは強い勇気を頂きました︒
本当に心からの感謝を申し上げるとともに︑重ねてで
はありますが︑引き続き温かなご指導ご鞭撻を賜りま
すよう心からお願い申し上げさせていただきまして︑
理事長の挨拶と代えさせていただきます︒

５ 月 例 会

2020年度

理事長予定者あいさつ

この度、5 月 9 日に開催されました臨時総会並びに臨時理事会において、2020 年度公益社団法人
北見青年会議所

日頃より公益社団法人北見青年会議所の運動に対し、先輩の皆様、並びに関係諸国体の皆様には

年度理事長予定者並びに LOM メンバーの皆様には、心より感謝と御礼を申し上げます。

多大なるご支援とご協力を賜っておりますことに心より厚く御礼申し上げます。
この度、５月９日に開催されました臨時総会、臨時理事会におきまして2020年度公益社団法人北

2012 年に北見青年会議所に入会し、卒業年度となる 2020 年で 9 年目を迎えます。その間、多く

見青年会議所第63代理事長としてご承認いただきました。暖かな拍手をもって、ご承認いただきま

の尊敬する先輩諸兄から様々な学びを得ることが出来ました。

したメンバーの皆様に心から感謝と御礼を申し上げます。
2015年に公益社団法人北見青年会議所に入会し６年目を迎えます。その間、多くの先輩方や地域
住民と出会い、多くの学びや経験を得ることができました。また、昨年は北海道地区協議会の役員

2020年度
理事長予定者

として全道各地にかけがえのない仲間と出会うことができました。現在、第68回北海道地区大会北

堀 江 雄 介

見大会主管実行委員長として多くの皆様のご協力をいただきながら大会成功ヘ向けて邁進しており

本年度は第 68 回北海道地区大会 北見大会を開催するにあたり、地区大会運営会議 議長並びに

2020年度
副理事長予定者

三 橋 裕 樹

総務部会長として得た学びや経験を活かし来年一年邁進する所存でございます。
先輩諸兄並びに LOM メンバーの皆様に於かれましては、様々な場面で多々お世話になる事と思
いますが、ご指導・御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

ます。入会歴が浅く、至らぬ点も多々あるかと思いますが、これまで培った経験を存分に活かし
2020年という区切りの年を迎える公益社団法人北見青年会議所のリーダーとして、持続可能な社会

この度、2020年度公益社団法人北見青年会議所

ヘ向けてメンバーと共に確実な一歩を踏み出し、力強く歩んで参ります。

《経歴》
勤 務 先／㈱ジャパン保険企画
職／専務取締役

2015年
2016年
2017年
2018年
2019年

諭

このような大役、そして成長の機会を与えていただきました堀江次年度理事長予定者とご承認い
ただきましたメンバーの皆様に心から感謝申し上げます。

《JC歴》

生年月日／1980年12月２日

専務理事としてご承認いただきました伊藤

と申します。

先輩の皆様、関係諸団体の皆様、そして志を同じく共に歩むメンバーの皆様には、今後も変わら
ぬご指導、ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

役

副理事長としてご承認を賜りました。このような大役を与えていただいた堀江次

アカデミー委員会／委員
地域協働委員会／副委員長
四役／事務局長
公益社団法人 日本青年会議所
北海道地区協議会 財政特別委員会／委員
地区大会特別委員会／委員長
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
三役／副理事長
第68回北海道地区大会北見大会
公益社団法人 北見青年会議所／主管実行委員長

2016年に入会させていただき、来年で５年目を迎えます。今まで先輩方から教わったことを基に
一年間、公正かつ円滑なLOMの運営に心がけ尽力して参ります。

2020年度
専務理事予定者

伊 藤

諭

先輩諸氏の皆様、LOMメンバーの皆様には、様々なことでお世話になると思いますが、変わら
ぬご指導いただけます様、よろしくお願いいたします。

この度、2020年度公益社団法人北見青年会議所事務局長としてご承認いただきました。この成長
の機会を与えていただいた堀江次年度理事長予定者と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年の入会より来年度で７年目を迎えます。先輩諸氏の皆様からいただいた学びと、多くのメ

2020年度

ンバーとの友情を基に、堀江次年度理事長予定者の掲げる方針に向けて、LOM運営のサポート役

理事予定者あいさつ
この度、2020 年度公益社団法人北見青年会議所副理事長としてご承認賜りました。
このような成長の機会を与えてくださった堀江次年度理事長予定者、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。

として担いを全うするため、全力で取り組んでいく所存でございます。

2020年度
事務局長予定者

村 口

悟

先輩諸氏の皆様、メンバーの皆様には大変お世話になること、ご迷惑をかけることも多々あると
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。

入会から 7 年目を迎え、2 度目の副理事長として、しっかりと役割と責任を果たし、堀江次年度
理事長予定者の掲げる方針に向かって LOM 一丸となって活動できるよう、力を尽くしていく所存
でございます。

2020年度
副理事長予定者

山 口 冬 樹

先輩の皆様、メンバーの皆様には様々な場面でお世話になること、ご迷惑をおかけすることがあ
るかと思いますが、ご指導、ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。

この度、2020年度公益社団法人北見青年会議所の副理事長としてご承認を賜りました事を心より
御礼申し上げます。
私は2015年度に入会し来年で６年目を迎えることになります。まだまだ未熟者ではございます

新 入 会 員
この度、公益社団法人北見青年会議
所に入会させて頂きました。
エックスエルカーセールス 逢坂竜一
と申します。主に自動車販売や整備・
改造をしております。
自分の技術を活かしながら、地域・
子供の為に貢献していきたいと思って
おります。
至らない点も多々あるかと存じます
エックスエルカーセールス
逢 坂 竜 一 が、ご指導・ご鞭撻のほど何卒よろし
くお願い致します。

㈲カーショップYT

寺山 匠太郎

この度、公益社団法人北見青年会議
所に入会させて頂きました。
北見市西三輪の(有)カーショップYT
に勤務しております寺山匠太郎と申し
ます。主な仕事としては自動車販売や
整備をしております。北見市の活性の
為に貢献していきたいと思っております。
至らない点も多々あるかと存じます
が、ご指導・ご鞭撻のほど何卒よろし
くお願い致します。

が、堀江次年度理事長予定者の想いに応え、微力ながら少しでも貢献できるよう、一生懸命全うし
ていく所存でございます。

2020年度
副理事長予定者

石 井 伸 一

来年一年、先輩諸氏並びにメンバーの皆様には様々な場面でご協力をお願いすることがあるかと
思いますが、何卒ご指導、ご協力を頂きますよう心よりお願い申し上げます。

2020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。

