
９月第１例会【意気衝天 ～ JAYCEE よ︕
大志を抱け︕～】

　９月９日、網走セントラルホテルにて９
月第１例会【意気衝天～ JAYCEE よ︕大
志を抱け︕～】が執り行われました。
　組織改革会議が設えた本例会は、講師に、
JCI 日本副会頭等の要職を歴任された梶原
一生君をお招きし、青年会議所のもつ価値
についてご講演いただきました。
　組織力を高める目的で、青年会議所がも
つ価値を学び、自身が掲げる動機の明確化
を図る機会から、能動的に行動する意識が
育まれました。
　また、本例会では、JCI 網走に所属する
30 名全ての会員が参加し、参加率 100%
を達成する、素晴らしい結果となりました。

全道アカデミー研修塾【TRY から始めよ
う～真剣にやって見える世界～】

　９月１０日に北海道地区協議会主催事業
の全道アカデミー研修塾「TRY から始め
よう～真剣にやって見える世界～」が滝川
市ホテル三浦華園にて開催されました。
　北海道地域の広いフィールドから集まる
各地のアカデミー研修塾生に、全道規模で
の学びと交流の機会を設けられた研修塾で
した。
　講師には JCI 網走 OB であり、北海度地
区協議会 2018 年度会長の中村圭先輩が講
師を務められ、入会を決めてスイッチが
入ったこと等、実体験を含めてアカデミー
に熱いメッセージが届けられました。
　網走のアカデミーは樋口夕子君、遠藤政
洋君が参加し、学びを得ました。
　また、長井理事長やアカデミー担当の内
沼ひとづくり委員長をはじめとした３名の
オブザーブも講演に参加しました。
　講演後にアカデミー同士の名刺交換が行
われ、最後の総括には道東エリア運営議長
として出向している柏崎尚史君が務め、本
事業を締めくくりました。　
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　また、第 74 回北海道地区大会の誘致を
全会一致で可決し、2025 年度地区大会誘
致へ向けて始動する決意をしました。
　当日の決議に向けて、事前に 2025 年度
現役メンバー対象者で懇話会を行い、地区
大会誘致に際する情報や意見交換を行い、
当日決議前には 2015 年網走主管大会を経
験した田宮副理事長、新谷顧問から情報提
供のうえ、全会員一致で可決いたしました。
　2022 年度、高い位置で 2023 年度へバ
トンを渡すように走り抜けます。

臨時総会

　９月 15 日、網走セントラルホテルにて
臨時総会を執り行いました。
　2023 年度理事・役員が全会一致で可決
され、水野次年度理事長より次年度三役予
定者の鴻巣筆頭副理事長、竹屋副理事長、
伊藤専務、浦事務局長を紹介されました。
　それぞれからの決意表明を行い、2023
年度新体制がスタートしました。

まちづくり事業【網走激闘︕全国からあつ
まれ e スポーツ大会︕】

　９月 11 日、流氷硝子館 2 階にて【網走
激闘︕全国からあつまれ e スポーツ大
会︕】が開催されました。
　人気のある【ぷよぷよ】e スポーツ大会
を開催し配信することで、企業・団体・個
人と有機的連携し、網走に関する PR を行
うことで、関係人口増加につなげて行く内
容でした。
　大人気 YouTuber mickey 氏をお迎え
し、「ぷよぷよ」e スポーツ大会のオンラ
イン実況配信をし、試合の間で網走を PR
する広告を放送することで多くの皆様にご
視聴いただきました。

人間力開発事業【シン・アバシリ︕～新た
な網走をみつけよう︕～】

　令和４年 10 月２日（日）、オホーツク・
文化交流センター（愛称︓エコーセンター
2000）にて人間力開発事業『シン・アバ
シリ︕～新たな網走をみつけよう︕～』が
開催されました。
　まちの新たな価値を創造するため積極的
に行動する意識を高めるという目的で、参
加者は貸し切りバスに乗車しオホーツク流
氷館、感動の径（みち）、北浜駅を見学。
　その後エコーセンターの視聴覚室にて参
加者を数グループに分けて新谷顧問が講師
となり、市内の観光名所及び施設がより良
くなるための議案を作成・発表いたしまし
た。
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2022 年度道東エリア大会　並びに　アカ
デミー研修塾閉校式 in 十勝

　10 月 15 日（土）音更町にて『2022 年
度道東エリア大会並びにアカデミー研修塾
閉校式 in 十勝』が行われました。
　道東８LOM の本年の事業発表や閉校式
では参加したアカデミー全員に大人数の前
でスピーチして頂く等、LOM ではなかな
か味わえない経験や広域エリアならではの
絆の構築に繋げることが出来ました。
　また、卒業式では一年間の振り返り動画、
送辞、答辞など例年と変わらない内容でし
たが、送る人、送られる人の想いの共有の
場とすることが出来ました。
　本年のエリア事業はこれで終了となりま
したが、かけがえのない思い出と仲間を作
ることが出来ました。本年のエリア事業に
参加して頂いた皆様、共に走り切ってくれ
た議員のみんな、本当に一年間ありがとう
ございました︕

10 月第１例会【奮わせよ鼓動︕愛郷心が
“さらに” 炎立つ時が来た ︕～先人からの
メッセージ～】

　10 月 21 日網走セントラルホテルにて
10 月第１例会【奮わせよ鼓動︕愛郷心が
“さらに” 炎立つ時が来た︕～先人からの
メッセージ～】が執り行われました。
　地区大会の実現のために、メンバー１人
ひとりが地区大会についての知識と先人か
らのエールを受けることで、運動に参画す
る意識昇華させる目的で開催された本例会
では、公益社団法人日本青年会議所　北海
道地区協議会 2015 年度　会長　植村　真
美　先輩や一般社団法人網走青年会議所　
2015 年度　理事長　中村　圭　先輩をは
じめとする 2015 年度の北海道地区大会網
走大会当時のメンバーが同窓会を行い、
JCI 網走会員が当時の映像を見ることで、
地区大会の全容を理解し、当時の主要メン
バーの話を聞くことで、地区大会開催の意
義とエールを受けとり、2025 年度の北海
道地区大会網走大会の実現に向けた運動に
参画する意識が高まりました。
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８月第２例会【創立 70 周年記念事業　領
土・領海問題から考える、これからの安全
保障】

　10 月 28 日、市民会館にて８月第２例
会【創立 70 周年記念事業　領土・領海問
題から考える、これからの安全保障】が執
り行われました。
　第一部では講師に　小泉　悠　氏から

「知っているようで知らない、ロシアとい
う国との付き合い方」と題し講演をいただ
きました。講演では、ロシアの現状や、何
故北方領土問題が進展しないのか、日本の
安全保障の面から北方領土がどういった役
割を果たすのかなど、研究からのリアリ
ティあるお話をいただきました。

　先輩各位を前に現役メンバーを代表し、
一般社団法人網走青年会議所　理事長　長
井　寿公、次年度理事長　水野　敏裕　よ
り、第７４回北海道地区大会主管へ向けた
決意をお伝えしました。

　第二部では、小泉悠氏　とオンラインに
て　西村博之氏　お２人による【テ－マ】
ほんとうに大丈夫︖領土・領海問題から考
える日本の安全保障。についてトークセッ
ションをしていただき、会場に集まった市
民・来賓・YouTube ライブ配信視聴者、
多くの方に領土・領海問題を考える機会を
創出させていただくとともに、我々 JCI 網
走の会員の領土・領海問題に対して当事者
意識を持つことの重要性を再認識いたしま
した。
　また、会場では北方領土返還要求啓発看
板発表・標語コンク－ル表彰式が執り行わ
れました。市内高校生から標語の募集を事
前に行っていた作品の中での最優秀賞１
名、優秀賞２名の３名の高校生に表彰状の
授与並びに副賞が手渡され、記念撮影が行
われました。
　JCI 網走はこれからも北方領土返還に向
けた活動・運動を展開し続けます。
　YouTube に配信したアーカイブ動画は
12/21 現在、6 万 4 千再生です。
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11 月第１例会【卒業例会～感謝～】

　11 月 11 日（金）網走セントラルホテ
ルにて 11 月第１例会【卒業例会～感謝～】
が執り行われました。
　今年度は、長井理事長、新谷顧問、梶田
専務、梅津幹事、今野副理事長、成田君が
卒業を迎えました。
　在籍会員から共に過ごした時間、功績を
映像とともに振り返り、感謝を伝え、卒業
会員から青年会議所の活動・運動で得た経
験や思いを受け取り、進む道に対して行動
意欲を高めることが出来ました。卒業会員
の皆さま、ご卒業おめでとうございます。

年末家族パーティー

　12月4日。北海ホテルにて年末家族パー
ティーが催されました。　未来へ向けて運
動に邁進するために、会員並びに家族間の
親睦と交流を図り、家族に感謝の気持ちを
伝え、次年度に向けての士気を高める目的
で設えられたパーティーでした。
　会場では、会食や動画の視聴、余興を通
じ、私たちの運動推進を１年間見守り、支
えてくれた家族に感謝の気持ちを伝えつ
つ、この１年の歩みに理解を深めていただ
くことができました。また、宮崎君・千葉
君・樋口君が優秀会員として表彰され、各
種褒賞が授与されました。

【一般社団法人釧路青年会議所創立 70 周
年式典】

　11 月 12 日、釧路青年会議所の創立 70 
周年記念式典が開催され、網走青年会議所
からも多くのメンバーでお祝いに向かいま
した。記念式典では、網走青年会議所が釧
路青年会議所設立に携わった、スポンサー 
LOM であることから、長井理事長が感謝
状を受け取りお祝いの挨拶をいたしまし
た。
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JCI 網走　公式 Web サイトにて、かつらの
カラー版及びバックナンバーを公開してお
ります。以下の QR コード、または URL か
ら閲覧することができます。

URL
https://abashiri-jc.com/?page_id=1010
QR コード

定時総会

　12 月７日セントラルホテルにて定時総
会が執り行われました。会場では今年度の
振り返りを行い、決算議案を各委員会報告
し満場一致で承認されました。
　長井理事長のもと走り続けた１年間の集
大成として締め、次年度アワーとして水野
次年度理事長へプレデンシャルリースの引
き 継ぎを行いました。

会員会議所会議

　11 月 26 日、千歳の地で開催された、
日本青年会議所北海道地区協議会の 2022
年度最後の会員会議所会議、2023 年度理
事長予定者会議に参加しました︕
　会員会議所会議では、2023 年度地区役
員（案）が承認され、続く理事長予定者会
議と事業説明会では、早速 2023 年度体制
における事業計画が示されました。
　その夜は、JCI 網走メンバーにて、今年
度の役目を終えた出向者を囲んだロムナイ
トを開催しました︕

創立 70 周年　記念誌ページが完成いたし
ました。
以下の QR コード、または URL から閲覧
することができます。

URL
https://abashiri-jc.com/?page_id=875
QR コード


