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2019年1月9日（水） 菊池市役所
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菊池市の江頭市長に吉岡理事長、山口監事、仙波副理事長、東アドバイザーと新年のご挨拶に伺わせていただきま

した。今年は、高校総体のボート競技など、菊池市に多くの方々が訪れる1年となります。

また、菊池青年会議所の事業として、高校生を対象とした市長のマニフェストに対する意見交換会も考えておりま

す。菊池市が更に盛り上がるように私たちも日々の活動をがんばっていきます！！

今後とも宜しくお願い致します。

菊池市について

とても真剣に

話し合ってます！！

～菊池市紹介～

市旗
市の木: サクラ

市の花: キク

市の鳥: ウグイス
熊本県の北部を流れる菊池川の上流、熊本市から北東約25kmの場所に位置し、市域中央部から南西部は熊本平野

の北東端にあたる。大宰府府官の流れをくむ菊池氏の本拠地・隈府（わいふ）を中心に市街地が形成されている。

東部は阿蘇外輪山の天然生広葉樹で覆われ、野鳥の宝庫。その間を縫う清冽な菊池川の源流が大小の瀬と渕と滝を

つくり菊池渓谷をなしている。菊池渓谷は日本名水百選にも選ばれており、夏でも平均水温が13度で避暑地として

知られ、毎年4月の山開き以後30 - 40万人の人が訪れる。この一帯の国有林は、1965年には九州で初めて自然休

養林に指定されている。

菊池市
ホーム
ページ



2018年度の事業及び決算報告を、2019年度の事業及び予算を審議する『1月度通常総会』を菊池JC全
メンバーで行いました。また、総会の開会前に、菊池神社へ赴き、新体制と2019年度の活動の成功を祈願
をしてきました！
第32代理事長 吉岡 聖昇 君が掲げる本年度のスローガン「活力を漲らせ華やかに未来を描く道」の

もと、菊池JCメンバー全員が一丸となり邁進していきます！
本年度もどうぞよろしくお願いいたします。

2019年1月14日(月) 菊池青年会議所 事務局 ・ 菊池神社
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【 2019年 スローガン 】



2018年度の活動報告 と 2019年度の活動方針 を発信するために、「新年賀詞交歓会」を開催いたしました。

行政 や 地域団体、県内外他LOMメンバーなど多くの方々にご臨席を賜り、盛大な会となりました。

第32代理事長である 吉岡 聖昇 君の宿命を受け止め、運命に挑み、使命に燃える。例え困難な時代になろう

とも我々青年が先頭に立ち未来を切り拓くというスピーチに始まり、メンバーそれぞれが、心に強く感じるも

のがありました。仙波実行委員長を筆頭に実行委員会メンバーが中心となり、当日まで準備・会場設営を進め

ていただきました。大変お疲れ様でした。また、アトラクションとして菊池農業高校の太鼓部の方たちに太鼓

の演奏を披露していただきました。張り詰めた緊張感のある演奏に私たちも身の引き締まる気持ちになりまし

た。そして、例年に続いて、好評であるコッコファームのたまごかけご飯とJCメンバーの田中 幸輝 君が手塩に

かけて育てた豚の一品料理や地産地消を目的とした菊池産の料理を提供したところ、すぐに全部なくなるほど

人気がありました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

吉岡理事長の掲げる2019年度スローガン「活力を漲らせ華やかに未来を描く道」のもと,本年一年間と短い

期間ですが情熱もって邁進致します。
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2019年1月16日（水） 国際ホテル 菊池笹乃家

来賓の方々をメンバーお出迎え 吉岡理事長の会心のあいさつ

菊池農業高校太鼓部の演奏

事業達成のため、メンバーで会議や準備を重ねました。
苦労の甲斐もあり、無事達成することができました

来賓の方々と吉岡理事長で鏡割り
を行いました

賀詞交歓会までの準備



2019年2月19日（火） 八代ホワイトパレス
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各ブロック委員長の熱いプレゼン合戦が展開され、我ら、一般社団法人菊池青年会議所メンバーで、熊本ブ

ロック協議会 大会運営グループ ブロック大会支援委員長 緒方隆憲君の熱いプレゼンもありました。

参加したメンバーも、真剣に拝聴しました。

2月度例会として、公益社団法人日本青年会議所 九州地区 熊本ブロック協議会2019年度熊本会議～持続可能

な熊本の実現へLet’s Try～に参加しました！

この熊本会議は、公益社団法人日本青年会議所 九州地区 熊本ブロック協議会 2019年度の方向性が発信される

場です。

熊本会議後の懇親会では県内他LOMメンバーと交流を深めることができました！
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県北６ＬＯM 合同ゴルフコンペ

ほの宵まつり

京都会議

各種団体の賀詞交歓会への参加

２０１９年度の日本ＪＣが考える政策が発信される場所です。
全国の会員とともに政策の実現に向けての運動のスタートの場となりました。

皆さんとの交流を経て、多くの出会いや、学びを得る機会となりました。
2019年の活動への決意がより一層高まりました！

荒尾JC・玉名JC・山鹿JC・東熊本JC・阿蘇JC・菊池JCの６LOMでゴルフコンペを行いました。
結果は見事に優勝。多くのメンバーと親睦を深めることができました。

菊池の竹あかり（ほの宵まつり）にボランティアとして参加し、竹灯籠にするために
1本1本心を込めて手作業で作りました。夜には菊池の町が幻想的な世界になりました。

菊池青年会議所 春の活動一覧



６

会頭公式訪問

会員拡大活動

日本青年会議所 総会

SDGs勉強会

日本ＪＣの役員、委員長並びに各地会員会議所理事長が参集し、厳粛な雰囲気の中で
総会が執り行われました。会員拡大セミナーも総会終了後ありました。

神田みゆき先生をお招きしたSDGs勉強会を行いました。参加したメンバーは、
SDGsを通して、仕事に役立つ知識を身につけることができました。

公益社団法人 日本青年会議所 (第68代会頭) 鎌田 長明 君が熊本に訪問されました。
会頭講演では、多くの学びがあり。有意義な時間を過ごせることができました。

拡大候補者とお食事会などを通して青年会議所の魅力を発信し、新たな会員を拡大しています。
ＪＣ活動のみならず、プライベートや仕事でも関係を持つ機会を提供させていただいております。



青年会議所とはどんな団体？
特集ページ

青年会議所とは、20歳から40歳までの青年が集まり、「修練・奉仕・友情」の

三つの信条のもと、「明るい豊かな社会の実現」に向けて運動をしている団体です。

1949年、明るい豊かな社会の実現を理想とし、責任感と情熱を持った青年有志による

東京青年商工会議所（商工会議所制定にともない青年会議所と改名）設立から、日本の青

年会議所（JC）運動は始まりました。

仲間と共に向上し合い、社会に貢献しようという理念の下に各地に次々と青年会議所が

誕生し、1951年には全国的運営の総合調整機関として日本青年会議所（日本 JC）が設け

られました。現在、全国に青年会議所があり、三つの信条のもと、よりよい社会づくりを

目指し、ボランティアや行政改革等の社会的課題に取り組んでいます。また、国際青年会

議所（JCI）のメンバーとして各国の青年会議所と連携し、世界を舞台として、さまざま

な活動を展開しています。

新年賀詞交歓会

菊池青年会議所の現在までの活動

菊池市長選 ローカルマニフェスト型公開討論会

様々な業界、団体、県内他青年会議所など各界各層より多くの方々が集まり
交流を深めることができる素晴らしい出会いの場です。

菊池市内有権者の皆様の意識調査を行い、いただいたご意見を討論会や市政に反映
すべく、また政治を身近なものに感じていただくために活動を展開しています。

７
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菊池川キッズ探検隊（1998年～2001年）

親子ふれあいスケッチ大会（1991年～1999年）

国際交流フェスティバル（2018年）

菊池市 わくわくワーク体験会（2018年）

地域活性化プロジェクトとして、国際交流とまちづくりに焦点を当て、地域団体等と
共に菊池をアピールする国際交流事業を開催しました。

菊池市にある企業のお仕事を子どもたちが実際に体験することで、
郷土愛を育むきっかけを作ることを目的としてお仕事体験会を開催しました。

「川で遊び、川で学ぶ」をテーマに、郷土の子どもたちに自然体験や宿泊を通し、
熊本県に流れる菊池川の環境保護の大切さを実感できる貴重な事業です。

菊池渓谷や竜門ダムを舞台に、将来を担う子どもたちに水やみどりの大切さを理解
してもらう「記念植樹」、思いのまま描く「親子スケッチ大会」を開催しました。
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菊池夏まつり参加例会

KIKUCHI JC CUP キッズサッカー大会（2006年～2017年）

菊池市地域活性化プロジェクト事業（2014年～2016年）

絆 Project・絆づくり事業（2010～2014年・2015年）

菊池市の一大イベントである “ 菊池夏まつり ” において、「白龍神輿」の担ぎ手やステージ運営などを
お手伝いし、菊池夏まつりが大いに盛り上がるように取り組んでいます。

菊池地域の未来を担う子供たちのために、サッカーを通して、子どもたちの道徳心を
育み、心豊かな大人へと成長できるように、青少年育成事業を開催しました。

真剣に菊池地域の未来を想い、菊池市内に通う高校生とともに、若者ならではの柔軟な発想で
地域活性化プランを構築し、私たちの暮らす菊池市が明るい豊かな社会となるように取り組んでいます。

菊池地域に必要とされ続ける団体であるために、いつも菊池JCメンバーの活動を支えていただいて
いるご家族や、他の地域団体との絆を深め、さらに交流が広がるように積極的に取り組んでいます。



メンバーそれぞれが さまざまな魅力を感じ
かけがえのない経験を得ています。

青年会議所でしかできない

一生涯の「仲間」 と 菊池の「まちづくり」

あなたも青年会議所の魅力を感じてみませんか？

人前で話すことで表現力が豊富になりました

ものの捉え方、会議の手法、

人としてのあり方を学びました

多くの人と交流でき

人脈が広がりました

地域のために、

本気で汗をかく先輩に出逢えました

一般社団法人 菊池青年会議所

会 員 募 ！集 中

1

自己研鑚

2

人脈づくり

3

地域貢献

月に一度開催される例会や、
各委員会での会議などの活
動を通して、仲間と同じ目
標に向かい切磋琢磨する中
で、課題解決の力や、高い
リーダーシップを身に付け
られる環境があります。

例会や事業、各委員会での
活動を通して、社会や地域
の発展に貢献します。
青年会議所は単年度制を採
用しており、
自分のやりたいことを選び
活動することができます。

建設業、飲食業、小売業、
農業、公務員、サービス業、
福祉関係など、多種多様な
業種の方々が在籍していま
す。会社員やフリーランス、
経営者などと幅広い多様な
人脈を築くことができます。

【 菊池青年会議所とは 】

私たち菊池青年会議所は1988年（昭和63年）に創立され、菊

池市（菊池市・泗水町・七城町・旭志村）を活動エリアとして、

明るい豊かな “菊池” の未来を想い描き、まちづくり・ひと

づくりの運動を展開しています。

青年会議所には、自分の可能性を広げることができる多くの機

会があり、仲間と共に活動や運動を行っていく過程で、人生の中

で大切なものを見つけるチャンスがあります。それは、リーダー

シップ能力や組織運営の手法であったり、論理的な物事の考え方

かもしれません。また、地域で活動する多くの人とのつながりや、

一生涯の仲間かもしれません。

そのチャンスをつかむかどうかは、あなた次第です。いろいろ

な事業・交流を通して、多くの仲間をつくり、“ 菊池 ” の未来に

ついて語り合いましょう。皆さんが勇気を出して一歩を踏み出せ

ば、そこにはきっと素晴らしい出会いがあるはずです。

「詳しく知りたい」「説明を聞いてみたい」というあなたは、

お気軽にお問合せください。

Junior Chamber International Kikuchi

菊 池 青 年 会 議 所
一般社団法人

〒861-1331 熊本県菊池市隈府1298-1

開所時間 月～金 10:00～14:00

TEL : 0968-23-1110 FAX : 0968-23-1115

E-mail : kikuti-jc@mtj.biglobe.ne.jp

【 事 務 局 】

ホームページ facebook

このQRコードから、ご覧ください。

一般社団法人 菊池青年会議所

インスタグラム



Junior Chamber International Kikuchi

菊池青年会議所
一般社団法人

〒861-1331 熊本県菊池市隈府1298-1

開所時間 月～金 10:00～14:00

TEL : 0968-23-1110 FAX : 0968-23-1115

E-mail : kikuti-jc@mtj.biglobe.ne.jp

【 事 務 局 】


