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私の中でつながっています︒

旭川市のため︑
私達からも

提案し ︑行動していきたいです︒
旭川市のため︑
私達からも

提案し ︑行動していきたいです︒

旭川市長
旭川市長

旭川青年会議所
旭川青年会議所
旭川青年会議所シニア
旭川青年会議所シニア
クラブ会員であり、
クラブ会員であり、
シニアクラブ会員であり、
シニアクラブ会員であり、
この度の旭川市長選に見事当選されました
この度の旭川市長選に見事当選されました
この度の旭川市長選に
この度の旭川市長選に
今津寛介氏にお話を伺っ
今津寛介氏にお話を伺っ
てまいり
てまいり
ました。
ました。
見事当選されました
見事当選されました
今津寛介市長に
今津寛介市長に
お話を伺っ
お話を伺っ
てまいり
てまいり
ました。
ました。

旭川市、
旭川市、
旭川青年会議所の未来について
旭川青年会議所の未来について
尾野

尾野
私はまちの人口を増やす手立てだけでは
私はまちの人口を増やす手立てだけでは
市長就任おめでとうございます。
尾野 市長就任おめでとうございます。

私たちも提案をしていけたらと思
尾野 私たちも提案をしていけたらと思

今津

います。アフターコロナをチャンスとし
います。アフターコロナをチャンスとし
なく、人口が減っても強いまちを築くこ
なく、人口が減っても強いまちを築くこ
ありがとうございます。JC
今津 ありがとうございます。JC
シニア シニア

て捉えてまちを発展させていくためのお
て捉えてまちを発展させていくためのお
とが重要と考えています。それに関して
とが重要と考えています。それに関して
として 市長の立場で皆様を市役所へお迎
として 市長の立場で皆様を市役所へお迎
市長はどうお考えですか？
市長はどうお考えですか？
えできることを大変嬉しく思います。全て
えできることを大変嬉しく思います。全て
今津
のJC 運動が現在の私へつながっています。
のJC 運動が現在の私へつながっています。
尾野

考えはありますか？
考えはありますか？

今津
全国的に人口が減っていく中で、
今津 全国的に人口が減っていく中で、

都会の医療、災害などの不安に対
今津 都会の医療、災害などの不安に対

して旭川の安心・魅力をどんどん活かし
して旭川の安心・魅力をどんどん活かし
旭川に住む方々が自己実現できるまち、
旭川に住む方々が自己実現できるまち、
ありがとうございます。市長の基
尾野 ありがとうございます。市長の基

ていくべきだと思います。近郊市町村そ
ていくべきだと思います。近郊市町村そ
誰もが自分らしく生きていける。暮らし、
誰もが自分らしく生きていける。暮らし、
本理念の中に、老若男女問わず取り残さ
本理念の中に、老若男女問わず取り残さ
ないという書き方をされているのですが、
ないという書き方をされているのですが、

れぞれの魅力を活かすことでエリアの魅
れぞれの魅力を活かすことでエリアの魅

そのような社会に向かうためにどのような
そのような社会に向かうためにどのような

力は数倍に高まると思うので、足並みを
力は数倍に高まると思うので、足並みを

政策をお考えですか？
政策をお考えですか？

揃えたまちづくりをしていきたいです。
揃えたまちづくりをしていきたいです。

今津

今はいじめの問題があると思いま
今津 今はいじめの問題があると思いま

企業、工場を旭川に誘致して働く場所を
企業、工場を旭川に誘致して働く場所を

す。すぐに真相解明をして再発防止に努
す。すぐに真相解明をして再発防止に努

作ることも大切です。旭川にはお金に変
作ることも大切です。旭川にはお金に変

めていかなければなりません。旭川市民
めていかなければなりません。旭川市民

えられない価値がたく
えられない価値がたく
さんありますから、
さんありますから、

誰もが、居場所のあるまちとして、困っ
誰もが、居場所のあるまちとして、困っ

こういう時こそチャンスだと思います。
こういう時こそチャンスだと思います。

たときに相談をする方がいる、守られる
たときに相談をする方がいる、守られる

尾野

場所がある、必ず話を聞いてくれる人が
場所がある、必ず話を聞いてくれる人が

100 年を迎える節目の年です。来年へ向
100 年を迎える節目の年です。来年へ向

いる、寄り添ってくれる人がいる、優し
いる、寄り添ってくれる人がいる、優し

けた市長の思いをお聞かせください。
けた市長の思いをお聞かせください。

和やかに歓談する尾野君
和やかに歓談する尾野君
（左）
と今津市長
（左）
と今津市長
（右） （右）

今津
くあたたかいまちでありたいと私は考え
くあたたかいまちでありたいと私は考え
働き方、社会、様々な価値観が変わって
働き方、社会、様々な価値観が変わって
ています。
ています。

2022
尾野 年は買物公園
2022 年は買物公園
50 周年、市制
50 周年、市制

買物公園
今津 買物公園
5 0 周年に関しては、
5 0 周 年に関しては、
より より

魅力ある買物公園にするために市民の声
魅力ある買物公園にするために市民の声
いく時代に、それでも旭川に暮らしてよ
いく時代に、それでも旭川に暮らしてよ

を取り入れながら人が集まる場所を目指
を取り入れながら人が集まる場所を目指
尾野 青年会議所に何を期待されますか。
尾野 青年会議所に何を期待されますか。
かったと思えるようなまちにしたいと思
かったと思えるようなまちにしたいと思
今津

していきます。市
していきます。市
制 10 0制
年に関しては、
1 0 0 年に関しては、
若さを活かして自らが本気で行動
今津 若さを活かして自らが本気で行動
っています。コロナを乗り越えていく中
っています。コロナを乗り越えていく中

式典や記念事業のほか、
式典や記念事業のほか、
様々な周年事業
様々な周年事業
してほしいです。行政に対してこうする
してほしいです。行政に対してこうする
でしっかりと経済対策も行い、
でしっかりと経済対策も行い、
3 回目のワ
3 回目のワ
と連携した企画を検討するため、実行委
と連携した企画を検討するため、実行委
べきだと政策提言を挙げていただきなが
べきだと政策提言を挙げていただきなが
クチンも確立できるように進めていきた
クチンも確立できるように進めていきた
員会を設立して準備を進めています。
員会を設立して準備を進めています。
ら、協働的な取組を行っていくことがお
ら、協働的な取組を行っていくことがお
いと思います。農業、林業などにも可能
いと思います。農業、林業などにも可能
互いにとっての理想だと思います。
互いにとっての理想だと思います。
尾野

尾野
性がありますから今までチャレンジして
性がありますから今までチャレンジして

青年会議所から山田次年度理事長
尾野 青年会議所から山田次年度理事長

が実行委員会へ参画させていただいてお
が実行委員会へ参画させていただいてお
私たちも共に旭川市を良いまちに
尾野 私たちも共に旭川市を良いまちに
こなかった分野にも積極的に取り組んで
こなかった分野にも積極的に取り組んで

ります。来年以降も協議し旭川を盛り上
ります。来年以降も協議し旭川を盛り上
していきたいと考えています。旭川市には
していきたいと考えています。旭川市には
いきます。青年会議所も色々な業種の方
いきます。青年会議所も色々な業種の方
げるために頑張っていきましょう。
げるために頑張っていきましょう。
良いところがたくさんありますが、人口
良いところがたくさんありますが、人口
々が在籍していますから、アドバイスを
々が在籍していますから、アドバイスを
が減っている消滅可能都市でもあります。
が減っている消滅可能都市でもあります。
いただきたいです。
いただきたいです。
※多くの事柄についてお話いただきましたが、紙面の都合上一部の掲載となっております。
※多くの事柄についてお話いただきましたが、紙面の都合上一部の掲載となっております。
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（担当 /広報渉外委員会）
（担当 /広報渉外委員会）
6月 第一例会
6月 第一例会

〜感謝のバトン〜
〜感謝のバトン〜
創立70周年記念事業
創立70周年記念事業
今まで旭川青年会議所を支えて
今まで旭川青年会議所を支えて
くださった方々に感謝
くださった方々に感謝
の気持ちを形にするべく、
の気持ちを形にするべく、
旭川市にアジサイを寄贈し
旭川市にアジサイを寄贈し
ました。ました。
旭川市長・旭川青年会議所シニアクラブメンバ
旭川市長・旭川青年会議所シニアクラブメンバ
ー・現役メンバーと共に雲ひとつない青空の下、
ー・現役メンバーと共に雲ひとつない青空の下、
あさひかわ北彩都
あさひかわ北彩都
ガーデンにアジサイ83
ガーデンにアジサイ83
株、ノリウツギ
株、ノリウツギ
54 株、合計137
54 株、合計137
株を植えました。
株を植えました。
西川市長やシニアメンバーも植樹
西川市長やシニアメンバーも植樹

輩より脈々と受け継がれる感謝のバトン
先輩より脈々と受け継がれる感謝のバトン

（担当 /まつり事務局）
（担当 /まつり事務局）
2月 第一例会
2月 第一例会

冬まつり支援事業
冬まつり支援事業

137 株全てに心を込めて
137 株全てに心を込めて

（担当 /三役）
（担当 /三役）
8月 旭川夏まつり
8月 旭川夏まつり

次世代を担う子どもたちと
次世代を担う子どもたちと

（担当 /まつり事務局）
（担当 /まつり事務局）
8月 第一例会
8月 第一例会

私たちのまちづくり
「サプライズ花火」
「サプライズ花火」
支援事業
支援事業私たちのまちづくり

市民の皆様から喜びの声
令和3年は
令和3年は
「オンラ
「オ
イン開催」
ンライン開催」
！ ！ 市民の皆様から喜びの声

〜ローカル
〜ローカル
ラブ・スラブ
トー
・
リ
スー2021〜
トーリー2021〜

北海へそ祭り担当
・JCI 富良野
・JCI 富良野
糠谷君、
糠谷君、
旭川夏まつりの中止の代替事業として、北海へそ祭り担当
市内保育施設より園児に人気なキャラ
市内保育施設より園児に人気なキャラ 旭川夏まつりの中止の代替事業として、
天塩川祭り担当・JCI
天塩川祭り担当・JCI
士別 佐々木君、
士別 佐々木君、
る
る
同実行委員会が
同実行委員会が
「サプライズ花火」
「サプライズ花火」
を実施。
を実施。
クターのアンケートをご回答いただき、
クターのアンケートをご回答いただき、
もい呑涛まつり担当・JCI
もい呑涛まつり担当・JCI
留萌 日下部君
留萌 日下部君
当会議所も交通整備やゴミ拾い等に協力
当会議所も交通整備やゴミ拾い等に協力
上位６位までの人気キャラクターの雪像
上位６位までの人気キャラクターの雪像
させていただきました。
させていただきました。
を２月２２日〜２８日の期間、旭川青年
を２月２２日〜２８日の期間、旭川青年

と zoomとで繋がり、
zoom で繋がり、
「市民まつりによる
「市民まつりによる

会議所の各委員会で制作しました！制作
会議所の各委員会で制作しました！制作

まちづくり」と題してシンポジウムを開
まちづくり」と題してシンポジウムを開

した雪像の写真は
した雪像の写真は
『みんなの冬
『みんなの冬
2021』
にメ
2021』
にメ

催。
「まちづくり」
催。
「まちづくり」
の担い手として我々は
の担い手として我々は

ッセージを添えて送らせていただきました。
ッセージを添えて送らせていただきました。

どうあるべきなのかを学びました。
どうあるべきなのかを学びました。

「が・ん・ば
「が・
・ろ・
ん・
う・
！
ば
・・
旭
ろ
・
・
川
う
・
・
！
！
・」
旭
を持って
・川・！
！」
記念撮影
を持って記念撮影 市内数カ所から打ち上がった花火
市内数カ所から打ち上がった花火

ペットボトルにロウソクを入れて照明に
ペットボトルにロウソクを入れて照明に

花火のサポーターとして活動したメンバー
花火のサポーターとして活動したメンバー

大型モニター上で会議を進行
大型モニター上で会議を進行

JCI 富良野の糠谷君
JCI 富良野の糠谷君
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（担当 /旭川創生委員会
（担当 /旭川創生委員会
・政治経済委員会）
・政治経済委員会）
4月 第一例会
4月 第一例会

必殺技「昇竜拳」
必殺技「昇竜拳」
にかけて大雪圏！
にかけて大雪圏！

IoT時代における5Gの活用と広域連携の可能性
IoT時代における5Gの活用と広域連携の可能性
第一部では大雪圏の
第一部では大雪圏の
1 市 8 町のトップリーダーの皆様が人気格闘ゲーム
1 市 8 町のトップリーダーの皆様が人気格闘ゲーム
「スト 「スト
で対戦！必殺技が出るなど大熱戦を繰り広げました。
で対戦！必殺技が出るなど大熱戦を繰り広げました。
リートファイターV」
リートファイターV」
第二部では
第二部では
「 5 G で広がる地域の未来」をテーマにプレゼンテーションと
「 5 G で広がる地域の未来」をテーマにプレゼンテーションと
各市長、町長、副町長の皆様によるメッセージをいただきました。
各市長、町長、副町長の皆様によるメッセージをいただきました。

大雪圏域の首長が一堂に会す
大雪圏域の首長が一堂に会す

巨大スクリーンにてパブリックビューイング
巨大スクリーンにてパブリックビューイング
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（担当 /人財委員会）
（担当 /人財委員会）
9月 第二例会
9月 第二例会

/政治経済委員会）
（担当 /政治経済委員会）
月 事業
9月 事業
9（担当

（担当 /人財委員会）
（担当 /人財委員会）
第二例会
月 第二例会
10月 10

旭川市長選挙に伴う、
旭川市長選挙に伴う、
「みんなで創造力を鍛えましょうよ」
「みんなで創造力を鍛えましょうよ」
未来への前進
未来への前進
〜新しい価値を生み出す力〜
〜新しい価値を生み出す力〜立候補予定者によるメッセージ配信
〜私たちにできること〜
立候補予定者によるメッセージ配信〜私たちにできること〜
2021 年度新会員17
名が創り上げた新
名が創り上げた新
旭川市長選挙に立候補を予定されてい 2021 年度新会員17
北一ミート
北一ミート
（株）
代表取締役社長
（株）
代表取締役社長
田村健 田村健 旭川市長選挙に立候補を予定されてい
会員例会。コロナウイルスの影響で衰退
会員例会。コロナウイルスの影響で衰退
るお二方より、旭川市民にお伝えしたい
るお二方より、旭川市民にお伝えしたい
一氏を講師にお迎えし、近年の時代変化
一氏を講師にお迎えし、近年の時代変化
している旭川市の観光業に着目し、ウィ
ことを伺い、動画を撮影し
ことを伺い、動画を撮影し
YouTube
YouTube
配
配している旭川市の観光業に着目し、ウィ
に向けた創造力についてご講演いただき
に向けた創造力についてご講演いただき
ズコロナ、ポストコロナにおいても観光
ズコロナ、ポストコロナにおいても観光
信をしました。例年投票率の低さが問題
信をしました。例年投票率の低さが問題
ました。創造力＝新しい価値を生み出す
ました。創造力＝新しい価値を生み出す
客が集まる観光地のあり方を学ぶ例会を
客が集まる観光地のあり方を学ぶ例会を
視されています。事業を通してメッセー
視されています。事業を通してメッセー
には、自らの引き出しを全て開けること、
には、自らの引き出しを全て開けること、
実施しました。1
実施しました。1
部では旭川市の観光業
部では旭川市の観光業
ジを紹介することで、選挙に主体的に参
ジを紹介することで、選挙に主体的に参
無我夢中になること─社会人として人と
無我夢中になること─社会人として人と
の現状を知り、2
の現状を知り、2
部では新会員の考える
部では新会員の考える
加する方々を増やすべく実施しました。
加する方々を増やすべく実施しました。
しても成長と気づきを得る機会となりま
しても成長と気づきを得る機会となりま
した。 した。

新旭川観光スタイルの発表を行いました。
新旭川観光スタイルの発表を行いました。
またSNSを利用することで若者世代も情
またSNSを利用することで若者世代も情
報に触れやすいようにしました。
報に触れやすいようにしました。

田村健一氏講演会の告知
田村健一氏講演会の告知

今津ひろすけ氏
今津ひろすけ氏

情報番組風にコメンテーターと掛け合い
情報番組風にコメンテーターと掛け合い

講演中の田村氏
講演中の田村氏

笠木かおる氏
笠木かおる氏

ミニコントでコミカルに知識の定着
ミニコントでコミカルに知識の定着

OUTER③
OUTER③
例会
例会
・事業の紹介
・事業の紹介
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（担当 /旭川創生委員会）
（担当 /旭川創生委員会）
第三例会
月 第三例会
10月 10

〜広がる未来〜
〜広がる未来〜
バーチャルリアリティ
バーチャルリアリティ
5 G がまちの未来にもたらす可能性を現実的に体験できるイベ
5 G がまちの未来にもたらす可能性を現実的に体験できるイベ

ントをアッシュア
ントをアッシュア
トリウムにて
トリウムにて
ン
トをアッシュアトリウムにて
ン
トをアッシュアトリウムにて
開催しました。今後
開催しました。今後
5 G回線と共
5 G回線と共
に普及されるであろ
に普及されるであろ
う先進技術のひとつであるVR
う先進技術のひとつであるVR
に普及されるであろう先進技術のひとつであるVR
に普及されるであろう先進技術のひとつであるVR
（バーチャ
（バーチャ
ル・リ ル・リ
アリ
アリ
VRゴーグ
ルを通して覗き、
ア
リティ）
ア
の世界を
リティ）
の世界を
VRゴーグルを通して覗き、
VRゴーグルを通して覗き、
日々の生活向上や感
日々の生活向上や感
動体験へとつなぐこ
動体験へとつな
動体験へとつな
ぐことができ
ぐことができ
ました。ま
老若男女問わず多くの方々に
した。老若男女問わず多くの方々に
若者や親子連れで賑わう会場
若者や親子連れで賑わう会場

ご参加いただきました。
ご参加いただきました。

どの VR 動画を見るか選択中
どの VR 動画を見るか選択中
アッシュ・ア
・アトリウムに賑わいを
アッシュ
トリウムに賑わいを創出
・ア
・アトリウムに賑わいを
トリウムに賑わいを創出
創出
創出

（担当 /まつり事務局）
（担当 /まつり事務局）
第一例会
月 第一例会
10月 10

買物公園で体験を呼びかける
買物公園で体験を呼びかける

VR を体験してくれた子供たち
VR を体験してくれた子供たち

（担当 /政治経済委員会）
（担当
/広報渉外委員会）
（担当 /広報渉外委員会） 8月 （担当
発行日
発行
日
月18
8月/政治経済委員会）
11月18
11

旭川ナナカマド基金
旭川ナナカマド基金
60•65•70周年記念誌
60•65•70周年記念誌
第31回烈夏七夕まつり
第31回烈夏七夕まつり 創立 創立
実行委員会及び白半纏引継ぎ式
実行委員会及び白半纏引継ぎ式過去と未来に「感謝」
過去と未来に「感謝」

まちづく
まちづく
り・人づく
り・人づく
りの架け橋に
りの架け橋に

設立して
9 年目を迎える「
9 年目を迎える「
旭川ナナカ
旭川ナナカ
本年も新型コロナウイルスの影響で烈
本年も新型コロナウイルスの影響で烈 旭川青年会議所は昨年創立７０周年を
旭川青年会議所は昨年創立７０周年を 設立して
マド基金」
マド基金」
。旭川市民の生活・文化の向上
。旭川市民の生活・文化の向上
夏七夕まつりの中止を余儀なくされまし
夏七夕まつりの中止を余儀なくされまし
迎え、これまでの歴史を次世代へと継承
迎え、これまでの歴史を次世代へと継承
に寄与するまちづくり並びに人づくりを
に寄与するまちづくり並びに人づくりを
た。しかしながら、伝統と誇り、魂を止
た。しかしながら、伝統と誇り、魂を止
していくため、発行されていなかった１
していくため、発行されていなかった１
目的として活動している非営利団体
目的として活動している非営利団体
（町内 （町内
めることなく進むため、白半纏引継ぎ式
めることなく進むため、白半纏引継ぎ式
５年分のあゆみを振り返る記念誌を発行
５年分のあゆみを振り返る記念誌を発行
会などの地域団体もしくは
会などの地域団体もしくは
NPO 法人
NPO
・任法人・任
と山車運行ルートのゴミ拾いを行いまし
と山車運行ルートのゴミ拾いを行いまし
いたしました。今まで旭川青年会議所の
いたしました。今まで旭川青年会議所の
意団体）
意団体）
への資金助成を通して支援をおこ
への資金助成を通して支援をおこ
た。来年こそは旭川青年会議所、烈夏関
た。来年こそは旭川青年会議所、烈夏関
運動を支えて下さった方々に感謝の気持
運動を支えて下さった方々に感謝の気持
なっています。
なっています。
係団体、そして旭川市民の心がひとつと
係団体、そして旭川市民の心がひとつと
ちを形にするべく、タイトルを「感謝」
ちを形にするべく、タイトルを「感謝」
なり、旭川に夏の笑顔あふれる賑わいを
なり、旭川に夏の笑顔あふれる賑わいを
〈基金の沿革〉
とさせていただきました。今回の記念誌
とさせていただきました。今回の記念誌 〈基金の沿革〉
2014 •旭川地区
サッカー協会
サッカー協会
烈夏七夕まつりという形で開催できれば
烈夏七夕まつりという形で開催できれば
には１５年分の事業報告をはじめ、歴代
には１５年分の事業報告をはじめ、歴代 2014 •旭川地区

と願っております。
と願っております。

2016 •WORKSHOP
COLLECTION
COLLECTION
理事長をお招きして開催された座談会の
理事長をお招きして開催された座談会の 2016 •WORKSHOP

内容を掲載いたしました。また昨年、第
内容を掲載いたしました。また昨年、第
６９回北海道地区大会旭川大会を主管
６９回北海道地区大会旭川大会を主管
し、立候補から実施までに携わった方々
し、立候補から実施までに携わった方々
をお招きして開催された座談会の内容も
をお招きして開催された座談会の内容も
掲載いたしました。皆様ぜひ
掲載いたしました。皆様ぜひ
70 周年の
70 周年の

•特定非営利活動法人も
•特定非営利活動法人も
りねっと北海道
りねっと北海道

2017 •旭川ラー
2017 •旭川ラー
メン応援チア
メン応援チア
ダンスプロジ
ダンス
ェク
プロジ
ト ェクト
•北柔会 •北柔会
2019 •子育て支援団体よつばのク
2019 •子育て支援団体よつばのク
ローバーローバー
•旭川市少年少女オーケス
•旭川市少年少女オーケス
トラ
トラ

軌跡をご覧ください。
軌跡をご覧ください。
遠山実行委員長、尾野代表、新谷前代表
遠山実行委員長、尾野代表、新谷前代表

山車運行ルートのゴミ拾いの様子
山車運行ルートのゴミ拾いの様子

創立 60•65•70
創立 60•65•70
周年記念誌へアクセス
周年記念誌へアクセス
→
→

表紙と裏表紙デザイン、タイトルは
表紙と裏表紙デザイン、タイトルは
「感謝」「感謝」

2021年度の募集ポスター
2021年度の募集ポスター
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INNER
INNER
例会
例会
・事業の紹介
・事業の紹介

（担当 /総務委員会）
（担当 /総務委員会）
1月 第一例会
1月 第一例会

新年総会・新年交礼会
新年総会・新年交礼会

zoom活用によるハイブリ
zoom活用によるハイブリ
ッド開催
ッド開催
第７１代理事長尾野洋介君からメ
第７１代理事長尾野洋介君からメ
ンバーに向けて202
ンバーに向けて202
1年度のスローガン
1年度のスローガン
「We need」
「Weへの熱い想い、今年度の運動に向けて
need」への熱い想い、今年度の運動に向けて
ンバーに向けて2021年度のスローガン
ンバーに向けて2021年度のスローガン
力強い挨拶がありました。新年交礼会は、新型コロナウイ
力強い挨拶がありました。新年交礼会は、新型コロナウイ
ルス感染状況を鑑み、来賓は旭川市長、上川総合振興局長のみ
ルス感染状況を鑑み、来賓は旭川市長、上川総合振興局長のみ
とし、シニアク
とし、シニアク
メン
バー、現役メンバーで開催し、zoomを活用してハイ
ブリッド形式を採用しま
ブリッド形式を採用しま
した。 した。
し、シニア
し、シニア
クラブメンバー、現役メンバーで開催し、zoomを活用してハイ
ン
クラブ
ラブメ
バー、現役メンバーで開催し、zoomを活用してハイ
ンバー、現役メンバーで開催し、zoomを活用してハイ

（担当 /人財委員会）
（担当 /人財委員会）
3月 第一例会
3月 第一例会

新会員仮配属式
新会員仮配属式

（担当 /総務委員会）
（担当 /総務委員会）
7月 第一例会
7月 第一例会

臨時総会
臨時総会

（担当 /総務委員会）
（担当 /総務委員会）
9月 第一例会
9月 第一例会

定時総会
定時総会

次年度の理事長に山田隼人君20222022
新会員全員で結束力を発表
新会員全員で結束力を発表 次年度の理事長に山田隼人君
年度理事が決定
年度理事が決定
2022年度一般社団法人旭川青年会議所 道 北 経道
本年度当会議所に入会した新会員が結
本年度当会議所に入会した新会員が結 2022年度一般社団法人旭川青年会議所
済センタービル２階
大ホールに
北 経 済センタービル２階
大ホールに
第72 代理事長予定者が山田隼人君に決定
第72 代理事長予定者が山田隼人君に決定
束力発表を披露しました。入会時から年
束力発表を披露しました。入会時から年
て行われた定
時 総 会は、緊
急 事緊
態急
宣事
言態 宣 言
て行われた定
時 総 会は、
しました。山田隼人次年度理事長予定者
しました。山田隼人次年度理事長予定者
齢も職種もバラバラだった新会員がこの
齢も職種もバラバラだった新会員がこの
中のため
ｚｏｏｍを用いたハイブリ
ッド開 催
中のため
ｚｏｏｍを用いたハイブリ
ッド開 催
よりメンバーに向けた漢気溢れる力強い
よりメンバーに向けた漢気溢れる力強い
日の為、共に取り組んできた努力のお披
日の為、共に取り組んできた努力のお披
となりました。
山 田 隼山
人田
次隼
年人
度次
理年
事度
長理
予事 長 予
となりました。
挨拶があり、大きな拍手とともに全会一
挨拶があり、大きな拍手とともに全会一
露目の場です。今年も素晴らしい
露目の場です。今年も素晴らしい
「絆」を「絆」を
定者の掲げるスローガン「昇華一心」が
定者の掲げるスローガン「昇華一心」が
致で承認されました。
致で承認されました。
拝見させていただきました。そしてこの
拝見させていただきました。そしてこの

発 表されま
した。上した。
下 無くみんなの心を１
発 表されま
上 下 無くみんなの心を１

日から各委員会へ「仮配属」をされ、各
日から各委員会へ「仮配属」をされ、各

つに進み、
更なるステップアップを
！
つに進み、
更なるステップアップを
！

委員会の一員としてそれぞれの運動がス
委員会の一員としてそれぞれの運動がス
タートしました。
タートしました。

結束力を発表する新会員
結束力を発表する新会員

次年度理事長に決定し、挨拶する山田隼人君
次年度理事長に決定し、挨拶する山田隼人君

山田次年度理事長予定者より新役員・理事の発表
山田次年度理事長予定者より新役員・理事の発表

仮配属発表を待つ新会員
仮配属発表を待つ新会員

尾野理事長、新谷直前理事長と力強い握手
尾野理事長、新谷直前理事長と力強い握手

抱負を語る理事予定者
抱負を語る理事予定者

旭川青年会議所以外の活動
旭川青年会議所以外の活動
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旭川青年会議所では、
旭川青年会議所では、
旭川での活動以外にも北海道、
旭川での活動以外にも北海道、
全国と活動の場があり、
全国と活動の場があり、
当会の多く
当会の多く
のメンバーが各地で活躍しています。
のメンバーが各地で活躍しています。
公益社団法人
公益社団法人
日本青年会議所
日本青年会議所

公益社団法人
公益社団法人
日本青年会議所
日本青年会議所

公益社団法人
公益社団法人
日本青年会議所
日本青年会議所

北海道地区協議会
北海道地区協議会
北海道地区協議会
北海道ブロック協議会
北海道ブロック協議会
会長 会長 北海道地区協議会
監査担当役員
監査担当役員
道北エリア運営会議
道北エリア運営会議
議長 議長
北海道地区協議会
北海道地区協議会
副会長
副会長
石川 石川
泰路 泰路
山田 山田
隼人 君
隼人 君
君
君
新谷 新谷
逸生 逸生
君
君
●どんな立場・役割でしょうか。
●どんな立場・役割でしょうか。

●どんな立場・役割でしょうか。
●どんな立場・役割でしょうか。

●どんな立場・役割でしょうか。
●どんな立場・役割でしょうか。

LOM でいう監事と同じようなポジショ 道北エリアの連絡調整役です。本会や北海
日本青年会議所は、全国に10の地区協
日本青年会議所は、全国に10の地区協 LOM でいう監事と同じようなポジショ
道北エリアの連絡調整役です。本会や北海
ンです。円滑な会議運営、公平な審議、
ンです。円滑な会議運営、公平な審議、
議会、都道府県単位で
議会、都道府県単位で
47のブロック協議
4 7のブロック協議
道地区協議会からの依頼や各
道地区協議会からの依頼や各
LOMからの相
LOMからの相
精度の高い事業運動の構築などを厳しく
精度の高い事業運動の構築などを厳しく
会を組織しており、ブロックの会長は、
会を組織しており、ブロックの会長は、
談に乗り、様々なシステム説明や
談に乗り、様々なシステム説明や
LOM 同士
LOM 同士
チェックする立場となります。
チェックする立場となります。
本会理事会構成メンバーと
本会理事会構成メンバーと
して地区会長を
して地区会長を

の連絡に必要な仕組み等を考案し発信します。
の連絡に必要な仕組み等を考案し発信します。

●どんな活動・業務をされていますか。
●どんな活動・業務をされていますか。 ●どんな活動・業務をされていますか。
●どんな活動・業務をされていますか。
補佐し、
補佐し、
道内においては道南、
道内においては道南、
道央、道北、
道央、道北、

どで議案や予算の執行を監査し、
どで議案や予算の執行を監査し、
健
健 事業は大雪会議・
道東の 道東の
4 エリアを統括し、日本青年会議
4 エリアを統括し、日本青年会議 役員会な役員会な
事業は大雪会議・
アカデミー研修塾・道北
アカデミー研修塾・道北
全適正な組織運営を実現する役割を担っています。
全適正な組織運営を実現する役割を担っています。
所が推進する運動を地域に展開しています。
所が推進する運動を地域に展開しています。
エリアの交流事業・全道アカデミー
エリアの交流事業・全道アカデミー
・エリア大
・エリア大
●その他
●どんな活動・業務をされていますか。
●どんな活動・業務をされていますか。 ●その他
地区役員ならまずは議長委員
地区役員ならまずは議長委員
会・エリア会議・
会・エリア会議・
エリア会議の運営
エリア会議の運営
・ブロ長、
・ブロ長、

長を目指してほしい。全道の仲間との出
長を目指してほしい。全道の仲間との出
道内各地の会員・会議所に寄り添い、
道内各地の会員・会議所に寄り添い、
会長訪問やエリア長訪問のアテンド、
会長訪問やエリア長訪問のアテンド、
道北エ 道北エ
会いや、辛いことや悲しいことも全て上
会いや、辛いことや悲しいことも全て上
本会と結ぶパイプ役として、また、多く
本会と結ぶパイプ役として、また、多く
リアで起こる全ての事に関わる役職です。
リアで起こる全ての事に関わる役職です。
●その他
●その他
書きされるほ
書きされるほ
どのかけがえのない思い出や
どのかけがえのない思い出や
の出向者に成長の機会を提供できるよう、
の出向者に成長の機会を提供できるよう、
各 LOMと固い絆ができ、道
各 LOMと固い絆ができ、道

全道、全国で日々活動しています。
全道、全国で日々活動しています。

楽しい１年がそこに待っています。
楽しい１年がそこに待っています。

公益社団法人
公益社団法人
日本青年会議所
日本青年会議所

佐々木
佐々木
雄大 君
雄大 君
渉外委員会
渉外委員会
●どんな立場・役割でしょうか。
●どんな立場・役割でしょうか。

日本青年会議所の会頭をはじめ、役員・
日本青年会議所の会頭をはじめ、役員・
来賓の方々をアテンドします。
来賓の方々をアテンドします。
●どんな活動・業務をされていますか。
●どんな活動・業務をされていますか。

会議やイベントのお出迎えから送迎、
会議やイベントのお出迎えから送迎、

北の心は一つという事を実感できます。
北の心は一つという事を実感できます。

公益社団法人
公益社団法人
日本青年会議所
日本青年会議所

北海道地区協議会
北海道地区協議会
道北エリア運営会議
道北エリア運営会議
幹事 幹事
岸井 岸井
一憲 君
一憲 君
●どんな立場・役割でしょうか。
●どんな立場・役割でしょうか。

道北の皆様に寄り添い、会議体の運営
道北の皆様に寄り添い、会議体の運営
を補佐する立場です。また道北エリアア
を補佐する立場です。また道北エリアア

ホテルの手配、食事の用意、また移動の
ホテルの手配、食事の用意、また移動の

カデミー研修塾にて他
カデミー研修塾にて他
LOM との交流や
LOM との交流や

際の車内準備から会場案内まで行います。
際の車内準備から会場案内まで行います。

課題解決法を学ぶ場を設えます。
課題解決法を学ぶ場を設えます。

常にホスピタリティを持ち、随時臨機応
常にホスピタリティを持ち、随時臨機応

●どんな活動・業務をされていますか。
●どんな活動・業務をされていますか。

変な対応を行い、役員や来賓の方が気持
変な対応を行い、役員や来賓の方が気持
ちよく御参加出来るよう努めています。
ちよく御参加出来るよう努めています。

幹事として会計や情報伝達を担うこと
幹事として会計や情報伝達を担うこと
で、議長の円滑な運営を支えています。
で、議長の円滑な運営を支えています。

6

メンバーからのメッセージ
【前向きに駆け抜けた13年間。
】

石川 泰路

サンデンパ株式会社
代表取締役

人脈づくりや営業の一環として、深く考えずに入会したのがきっかけです。 当時はサラリーマンで平社員、人
と接する必要があまり無い業務内容。JC を通じて見る地域の景色や、気さくに接してくれる経営者の皆様。その
体験全てが新鮮で、懸命に活動していく中で、 会社の存在よりも先に私自身を認めてくれた時、自分の居場所は

2009年度 入会
2016年度 第66代理事長

ここにあると確信しました。ICT を使って旭川に住む人々の生活を楽しく豊かにしたいと心に決め独立開業し、

2019年度 地区協 運営専務

現在に至ります。真の豊かさとは心が満ちることであり、人生の豊かさはかけがえのない思い出の数です。JC は
機会であり一つの道具です。40 歳までの学び舎として、豊かな人生を送るための最高の環境が整っています。

「佐々木さん青年会議所に入会することになったからよろしく。」そんな上司の一言から私の青年会議所

佐々木 洵

ライフが始まり、それから早 8 年、私は 2021年度卒業の年を迎えました。そんな私が青年会議所の一番の

弁護士法人

千葉総合法律事務所
2014 年度 入会

特長をお伝えするとしたら、それはメンバー同士が利害関係のない「特別な絆」で結ばれている点です。経
営者や従業員、業界としての立場の垣根を超えた青年経済人が集まって地域のために運動を行う。それは
あたかも学生時代の部活動を思い出すものでした。青年会議所で一緒に汗水流した仲間は生涯の仲間です。
現役メンバーも新たに入会される方もこのことを頭の隅に置いて運動に邁進していただけると嬉しいです。

奈良岡 美咲
スナック

2019 年に入会し 3 年目となりました。当初はどんな運動をしているのか、よく分からないままの入会
でしたが、元々まちづくりに興味があり入会を決意しました。JCの運動を通して、普段自分の仕事
の中だけでは得られない多くの学びの機会と出会いがあることを知りました。また、多くの同世代の

DUNHILL

仲間との出会いがあり、志の高い仲間と共に過ごす中で、自分も背中を押され、良い情報を頂いてい

2019 年度 入会

ます。これからもこの素晴らしい仲間と、学びの機会と出会いを大切にしながら自分を磨き、興味のあっ
たまちづくりを始めとする地域への貢献ができるように、楽しみながら運動をしていきたいと思います。

青年会議所に入会し一年が過ぎようとしているなか、
「学びや、気づき」を多く得た一年でした。2021年入会の、

立野 良太

新会員会長の職を一年間お預かりし、仲間の大切さを学び、地元旭川に対する気づきを与えられました。入会の動機は

有限会社

イー・トレンドライフ
2021年度 入会

人それぞれですから、確固たる目的を持って入会する方もいると思いますし、知人からの勧誘で決断した方もいらっし
ゃるでしょう。私自身、現役メンバーからの勧誘で深く考えることもなく入会を決めました。そんな私も、気がつけば
しっかり旭川の輝ける未来を想像していました。今は一人では実現できないことも、多数を巻き込み運動を展開する
ことで理想へ近づけると確信しています。今こそ子供たちのために「新しい旭川」
を創造していきたいと思います。

2021年度の活動記録
1

・（第一例会）定時総会、新年交礼会
卒業生を送る夕べ

5

〜新しい価値を生み出す力〜

月

・京都会議

月

・北海道JCフェスティバル

2

（第一例会）冬まつり支援事業
・
「みんなで繋ごうわたしたちの冬2021」

6

（第一例会 ）
・
70周年記念植樹事業
〜感謝のバトン〜

月

3
月

4

月

・大雪会議
・（第一例会）新会員仮配属式

・道北エリア・アカデミー事業

7

・北方領土返還要求現地視察大会

「IoT時代における5Gの
・（第一例会）
活用と広域連携の可能性」

8
月

・旭川市長選挙 立候補予定者紹介動画配信
（第一例会 ）定時総会
・
（第二例会 ）
・
「みんなで創造力を鍛えましょうよ」

月

※9月第二例会へ延期

月

月

・親睦事業

9

（第一例会 ）
・
「みんなで創造力を鍛えましょうよ」

〜新しい価値を生み出す力〜

10

・全国大会（ 宇都宮 ）
・（第一例会）第31回烈夏七夕まつり

実行委員会及び白半纏引継ぎ式

月

・（第二例会）未来への前進〜私たちにできること〜
（第三例会）バーチャルリアリティ〜広がる未来〜
・

・サマーコンファレンス（横浜）

11

・旭川夏まつり サプライズ花火支援事業
・旭川ナナカマド基金応募受付開始
（第一例会 ）
私たちのまちづくり
・

・北海道地区協議会 第70回北海道地区大会 千歳大会
（第一例会 ）創立71周年記念式典・祝賀会
・
（第二例会 ）卒業生例会
・
・JCI 世界会議（ヨハネスブルグ）

12

・（第一例会 ）臨時総会

〜ローカルラブストーリー2021〜

月

※新型コロナウイルスの影響を受け、年当初の計画からスケジュール変更した中での活動でした。

月

（第一例会 ）意気込み例会
・

・親睦事業 JCクリスマスパーティ

広報誌ナナカマドの由来
1964年、旭川青年会議所は、緑橋通りの緑化運動を行い、ナナカマドを植樹
しました。ナナカマドの木は、現在ではイルミネーションで美しく飾られ、緑
橋通りの象徴となっていますが、植樹が契機となり、1976 年ナナカマドが「旭
川の木」として制定されました。以上のことからナナカマドは、旭川青年会議所
の歴史を作った木でもあり、広報誌の名前も「ナナカマド」となりました。

〈お問い合せ先〉平日10：00〜17：00まで

TEL0166-22-9815
JCI 旭川

公式WEBサイト

https://www.asahikawa-jc.or.jp

公式facebook

※過去の広報誌はWEBサイトより
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