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更新中!

@nogata.jc

魅力創造

〜魅力溢れる明るい豊かなまちの創造〜
直方青年会議所2022年度スローガン

2020年から拡がり始めた新型コロナウイルス感染症の影響で、
この2年の間に社会も生活
も多大なダメージを受け、大きな変化が強いられました。
しかし、少しずつかもしれませんが、
感染者減少の兆候が見えてきており、環境もコロナ禍から、ウィズコロナ、アフターコロナと
変化しています。皆様におかれましては、日頃より直方青年会議所の取り組みにご理解、
ご賛同、
ご協力いただき誠に感謝申し上げます。
私たち２０２２年度（一社）直方青年会議所は新型コロナウイルス感染症による環境変化に
合わせ、今できることを考えて運動・活動を行っており、今年度も気付けば６ヶ月が過ぎました。
新型コロナウイルス感染症の制限と少数組織ということで大きな事業こそ出来ていませんが、
定期的に会員が集い、話し合い、
まちのために皆で動くということを続けることで、希薄となりつ
つあった会員間の交流も復活し、新たな仲間たちも増え、直方青年会議所に活気が溢れてきま

第67代 理事長

した。今後も運動・活動を通し、青年会議所の魅力と各々の成長を感じながら、
２市２町を魅力

鶴我 基

溢れる明るい豊かなまちにすべく精進して参ります。
そして、今年は北釜山青年会議所との姉妹締結５０周年の年となり、
１０月に記念式典を執り
行う準備を進めているところです。直方青年会議所と北釜山青年会議所が今まで築いてきた
友情をより深め、一層の国際交流が図れるよう邁進して参ります。
今後とも引き続き変わらぬご指導、
ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。
2022年度 理事長所信

2022年度スローガン揮毫

一般社団法人直方青年会議所
第67代理事長 鶴我 基 による
理事長所信です。

新入会員の紹介

花田 尚彦君
はなだ

なおひこ

1986年5月14日生
勤務先
福岡県議会議員
花田尚彦事務所

1月
入会

9年いた北九州JCから移りました。
地元のために尽くします!

林田 裕生君

はやしだ

ゆうき

1984年1月28日生
勤務先
直鞍商工企業組合
飯野銘木店

1月
入会

生まれ育った直方に貢献できるよう
頑張って参ります。

福岡県立鞍手高校書道部による
一般社団法人直方青年会議所
2022年度スローガンの揮毫です。

徳永 大樹君

とくなが

だいき

1987年12月21日生
勤務先
プラザホテル直方

篠田 健太郎君

2月
入会

しのだ

ふるさとである直 方の魅 力を 沢 山 の
方に発信できるよう努めて参ります。

けんたろう

1987年5月23日生
勤務先
筑豊日通プロパン
株式会社

4月
入会

先輩方が築いてきた事を大切にして、
より良い直方を目指して努力致します。

竜王峡牡蠣フェス2022

献血事業

六ヶ岳を考える会

in竜王峡キャンプ村

inイオンモール直方

inショールームここち直方

直方青年会議所の今年度初の事業として、竜
王峡運営協議会の
「竜王峡牡蠣フェス2022」
に
3月19日(土)〜21日(祝)の3日間、各メンバー
で会場の設営や駐車場誘導、接客対応などの
お手伝いをしました。天候が心配でしたが、大
きく崩れることはなく、たくさんの方にご来場
いただきました。

4月9日(土)に行われた献血事業について福岡
県赤十字血液センターと協力し、受付者92名、
献血協力者82名と多くの方にご協力いただけ
ました。コロナ禍でイベントが自
粛される中、献血に目を向けて
いただく機会が作れたことを嬉
しく思います。

6月5日(日)に直方青年会議所、鞍手町商工会
青年部、宮若商工会議所青年部との合同事業
「第39回六ヶ岳統一登山」
が行われました。
新型コロナウイルス感染症の影響で3年振りの
開催となり、当日は雨で急遽会場変更となりま
したが一般の方も沢山ご参加いただき、
ビンゴ
大会などで地域の方々と交流を深めました。

公益社団法人日本青年会議所2022年度スローガン ： 愛が、希望に変えていく。

さきがけ

S a k i g a ke

第2エリア野球大会
開催日
場

場

1月11日(月)

所

エクセレントガーデン

一般社団法人直方青年会議所の新春挨拶会
がエクセレントガーデンにて開催されました。
2022年最初の挑戦となった1月例会ですが、
終了後は参加者の皆様から温かいお言葉を数
開催日
多くいただくこととなり、当青年会議所として
場 所
も大変良いスタートを切ることができました。

所 鐘崎漁港グラウンド

宗像青年会議所主幹のもと、田川、飯塚、
直方の4チームが地区代表をかけて対戦
いたしました。優勝は田川青年会議所！
昼食ではバーベキューをしたり、応援に
来てくれた家族や仲間も含めてみんなで
盛り上がれるイベントは良いですね。

新春挨拶会
開催日

4月24日(日)

5月創立例会

第2エリア
合同例会
開催日
場

所

5月11日(水)

エクセレントガーデン

ゲスト

OBの先輩方を招いて創立例会が行われました。当日は数多くの直方青年会議
所の先輩方にご参加いただき、例会を通して、
これまで築き上げた歴史を現役
会員へ伝える機会としました。委員会タイムでは10月に姉妹締結50周年の事
業として北釜山青年会議所を招致するにあたり、過去の国際関係経験のある先
月 日(金) 場 所 事務局 輩方から講演をしていただきました。当時の思い出や事業開催に至る苦労など
開催日
委員会タイムでは直方市の商工観光につい を振り返りながらシニアクラブの先輩方と交流することで現役会員にとって貴
て学びました。直方市に観光に来ていただき、 重な時間となりました。
直方の街をより楽しんで頂けるよう、直方青
年会議所としても協力できることがたくさん
あると思いました。

3月例会

2月9日(水)

宗像&オンライン

まん延防止等重点措置の為、会
場は宗像青年会議所にて少人
数で開催されました。
他のメンバーはオンラインで参
加し、直方、宗像、飯塚、田川の
福岡ブロック第2エリアの情報
共有と各理事長による青年会
議所の運動方針と
「友情」
をテ
ーマとしたスピーチで第2エリ
アの団結が高められました。

3 11

ゲスト

直方市商工観光課 商業観光係

NOGATA CYCLING
https://cycling-nogata.com/

4月例会

4月11日(月) 6月例会
場 所 事務局
委員会タイムでは姉妹JCの北釜山青年会議所 開催日 6月10日(金)
開催日

と直方青年会議所の歴史について勉強会をし
ました。国境を越え、半世紀続く友情を感じ、来
たる10月へ向け方向性を再確認いたしました。

場

所 プラザホテル直方

ゲスト

宗像青年会議所 泉川尚進君

福岡ブロックアカデミーでは林田裕生
君、徳永大樹君が出向しています。担当
の第2委員会の事業では麻生太郎先輩
を招くなど他LOMのメンバーと共に協
力しながら活動しています。

6月5日(日)、
太宰府市にて記念すべき第
50回福岡ブロック大会つくし大会が開
催されました。理事長紹介では福岡ブロ
ックの22LOMの理事長が並び、絵馬に
はそれぞれの想いが記されていました。

賛助会員様のご紹介
韓国家庭料理 赤坂

塩cafe

宮田建工株式会社

マルハチ

鞍手郡小竹町御徳1700

おでん・鉄板焼き えびす
直方市古町15-25

新入会員募集

地域貢献・自分自身の成長・仲間作り
直方青年会議所では全てが実現します

北九州市八幡西区黒崎2丁目6-16 1F

(一社)直方青年会議所(直方JC)は、明るい豊かな社会を築くために、
より
地域の
「まちづくり」
「
、ひとづくり」
を目指すために、40歳以下の青年経済
人で組織された団体です。地域創造と自己啓発運動を力強く展開してい
くために地域の元気はつらつとした新しい仲間を広く募集しています。

7月現在

賛助会員様随時募集中

入会希望の方は現役会員または各種連絡先までお問い合わせください。

正会員 10名

直方市殿町1２-33
鞍手郡小竹町新多1515-7

釜めし・焼とり ひろはし とんぼ
直方市古町15-11

正副タイムでは講師として宗像青年会
議所の
「泉川君(通称イズミン)」
に講演
をお願いしました。
「人生に大切なことはJCからすべて教
わった」
と題して会員拡大の内容をメ
インに講演を行っていただき、途中デ
ィスカッション形式で意見を出し合い、
積極的に参加することでより効果的に
学べました。

アカデミー

福岡ブロック大会

直方市古町17-22

堀孝先輩(20周年国際委員長)
田代雄一先輩(30周年国際委員長)
藤田慶展先輩(40周年副理事長国際室担当)
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