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オレ達は、
時流に乗るのではなく時流を創る存在になる！
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公益社団法人日本青年会議所 九州地区 福岡ブロック協議会
２０２１年度 「会頭公式訪問」
2021.6.22

６⽉２２⽇１８ ００より 団 ⽇ ⻘年
州地
ブロック協 ２０２１年
度「 頭 式 問」ＷＥＢ開 が⾏われました。 来であれば、野並 頭を に久留⽶の地にお
えし、 頭の えや い想いを拝 するはずでしたが、 年度は 型コロナウイルス蔓 の
を受け、 念ながらＺｏｏｍでの開 となりました。各ＬＯＭからの
も３ までの制
の中、野⽥理事 、金 専 理事と、 、古賀の３ で させていただきました。「 頭 式
問」ＷＥＢ開 においては、 ブロック２１ＬＯＭの中から ばれた理事 がＺｏｏｍにて
野並 頭へ 問を げ掛け、それに して していただくＱ＆Ａ 式での ⾏で、⼤ わかり
やすさを じました。その中で、野⽥理事 も昨 どのＬＯＭも苦労している「 ⼤」について、
また「 者へのアプローチ」などについて 問されました。野並 頭からは「 者の を⼀個
として尊重すること、その を知ることが⼤切だ」という でした。 それぞれ ⼒を じる
ポイントは同じではないので、こちらが すのではなく、相⼿に喋っていただいて「現状 ってい
ること」や「４０歳までにやりたいこと、⽬標」などを くことで、そのほとんどは⻘年 と
いう で 決できるということから、 者の 々にメリットを じてもらうことが⼤事である
とおっしゃっていました。「 頭 式 問」ＷＥＢ開 了 も、野並 頭から を提 される
など、リアル開 ではないながら、⼤いに盛り上がった となりました。野並 頭そして ブロ
ック 員の 、貴重な時間をありがとうございました。
（
グループ 員 員 古賀 嗣）

6月例会
2021.6.29

例 は、 来６⽉１０⽇（⽊）に開 を予 しておりましたが、 型コロナウイルス 染 ⼤の
を受け 期し、６⽉２９⽇（⽊）に ⾹ ホテルにて 事に開 することができました。 たち を
掴む 員 は、現 員の に、リーダーシップとは何かを んでいただき、 の を掴む 財に成
する を提供することを⽬的として活動しております。 回は、時代にあったリーダーシップにつ
いて、 員 内で べた内 を し、その 果から き した を発 しました。 々なリーダー
シップ論がある中で現代 では必 不可 な情 ⼒、発 ⼒を ぶ として⾃粛⽝ ちゃんの動
でお馴染みのＹｏｕＴｕｂｅｒでもあられる、ＩＳＯＰＰさんをお招きしました。⾯⽩く、刺 的なご
をいただき、貴重な となりました。ありがとうございました。
（ を掴む 員
事 野 平）

7月例会
2021.7.24

久留⽶シティプラザにて「未来の どものため… たちから…Ｔｒｙ ＳＤＧｓ」を開 いたしました。
株式 サンカクキカク⽥中 師よりキャリア 、ＳＤＧｓについて かりやすく いただきまし
た。 たち⼤切な へ える 員 では、未来の どもたちのためには「情操 」が必 であると
えました。そこで 例 では、そのきっかけになればと、
界で ⽬されているＳＤＧｓを知って
もらうため、 どもでも理 しやすいＳＤＧｓクロスゲームを いたしました。万代 員 の基
を基に、 野副 員 が 事業の陣頭指揮を り３⽉から「久留⽶ を き んで」という⽬標を掲
げ久留⽶
や久留⽶ 立⼩中 の
へ掛け い、久留⽶
員、久留⽶ の 員の
くの 々にご していただきました。また、ファシリテーター、オブザーバーでのご をいただい
たご 、 場の仲間の にも⼤
いたします。 事業を、きっかけにご された からＳ
ＤＧｓへの り みを発 し、活動等をしてもらうことを願い、お の 葉とさせていただきたいと思
います。 にありがとうございました。 （⼤切な へ える 員
事 ⻄⼝ 樹）

7月度アカデミー公開委員会
2021.7.26

７⽉度アカデミー 開 員 「ＮＥＷ ＧＡＴＨＥＲＩＮＧ〜あなたの笑 を⾒たいがために〜」を開 い
たしました。 回の 開 員 は、これからのニューノーマル時代にあわせて、 員 流のあり にも⼯夫
が必 であると え、あえてのＺｏｏｍを⽤いたオンライン といたしました。５⽉から く 事
により⾃粛⽣活が き、 えないつらさを じておりましたが、担当のアカデミースタッフ、メンバー
で協⼒し えたアトラクション、みんなお いで べられるおつまみセットなどを⽤ することで、みなさ
んととても 晴らしい 流の時間となり、 員の沢 の笑 を⾒ることができたと思っております。ただ、
オンライン上の技 的な問題点や、⾃粛⽣活中にどのように の わせをするか、メンバーの をどう
するか等 くの 題が⾒つかった 開 員 でもありました。 回の 題を踏まえ、 回はより しんでい
ただける 開 員 にできるようメンバーで精 していきたいと えております。まだまだ⾃粛⽣活は き
ますが、みなさんとまた笑 でお いできるのを しみにしております。 回はＺｏｏｍという不 れな形
式でしたがご いただきありがとうございました。
（アカデミー 員 ⽥ ）

8月第一例会
2021.8.2

８⽉ ⼀例 「まつり〜受け がれた想い〜」をシティプラザにて開 いたしました。 の 典久留⽶
まつりは、 年で５０回⽬を えました。久留⽶⻘年
では、開 からの ⼀⾛を担当させていた
だいており、当年度で 業するメンバーをかっぱ ⾞みこし久留⽶ 千 に乗せて りを け抜け
るお ⽬をお預かりしております。しかし 念ながら、 型コロナウイルス 染 ⼤ ⽌の 点から
年も昨年に き開 中⽌となりました。 回の例 ではその歴史を り り、 千 を 立て、 募で
っていただいた を基におまつりに するモザイクアートを作成し、⼀⽇も早くコロナが する
⽇を で願い、 願させていただきました。 にご尽⼒いただきました 先 、 当にありがとう
ございました。
（あおデミー 員
事 元 ⼀）

久留⽶⻘年会議所
OFFICIALSNS

『YouTube』

『Instagram』

『Facebook』

JCでの活動を定期的に発信しておりますので、是⾮ともフォローを宜しくお願い致します！

新⼊会員募集中！

久留⽶⻘年会議所は、まちづくりを通して⼈づくりをする団体です。
[⼊会資格] 20歳〜36歳までの⻘年。勤務先または住居地が久留⽶市及びその周辺の⽅。
JC活動の主旨に賛同し⾏動⼒のある⽅。
[受付⽅法] 久留⽶⻘年会議所事務局(TEL0942-38-5582)へお電話下さい。
現役メンバーがご連絡、ご訪問させていただきます。

EDITOR'S NOTE

今回のＪＣニュースでは、様々な企画、交流の様⼦を発信できるはずでした。しかし、新型コロナウイ
ルスの影響により、事業の⽇程変更や参加形態の変更、ＬＯＭ以外の事業では中⽌になったものもあ
り、私たち報道戦略会議が思い描いていたボリュームとは少し違う雰囲気の記事となりました。会えな
いからできない。できないから前に進めない。そんな声が多⽅⾯から聞こえてくるコロナ禍において
も、私たちが⽴ち⽌まることは許されないと考えており、少しずつだとしても、会員全体が前向きに、
全⼒で動いております。今回は、私たちが⽴ち⽌まっていないということを、皆さまに向けて発信でき
ているのではないかと思います。時代を迎えにいける本物になるために、持続可能な地域のために、久
留⽶⻘年会議所⼀丸となって前進しております。その様⼦を、私たち報道戦略会議は余さず発信し、お
伝えできるようこれからも全⼒で頑張ります。
（会務運営グループ 報道戦略会議スタッフ 松岡武蔵）
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