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夢を描き、未来を創る

一緒に地域貢献しませんか
⻘年会議所は20歳から40歳までの情熱ある⻘年の団体です。

２０２１年宗像市成人式
記念対談

私たちは現在、国内692あまりの都市に約30,000⼈の会員を擁し、
全世界128カ国の国および地域に活動拠点があります。

募集メンバー：20歳〜38歳の⻘年男⼥

公益社団法⼈ 宗像⻘年会議所
〒８１１−３４０５ 宗像市須恵１−４−１ 公式HP
平 ⽇ １０時〜１６時
メール mail@munakatajc.com
ＴＥＬ ０９４０−３９−７１６６
ＦＡＸ ０９４０−３９−６１６７
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賛助会員様のご紹介
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2022年度 理事長所信

公益社団法人宗像青年会議所

第48代 理事長

中山 勝志
2022年度スローガン

心をつなぐ
はじめに
「互譲互助」これは宗像⻘年会議所の魂であ
ります。
「互譲互助」とは、宗像⻘年会議所の設⽴の
きっかけとなった、宗像出⾝の偉⼈、出光興
産株式会社の創業者出光佐三⽒の⾔葉であ
り、互いに譲り合い、互いに助け合う、思い
やりの⼼です。この精神は多くの先輩⽅に
よって、設⽴当初から今に⾄るまで脈々と継
承され、これからも普遍の精神として、次の
世代に受け継いでいかなければなりません。
２０２０年、新型コロナウイルスの感染拡⼤
をきっかけに、私たちの社会環境は⼤きく変
化しました。この変化は、これまで当たり前
にしていた、⼈と⼈との触れ合いを困難なも
のにしました。「ステイホーム」や「ソー
シャルディスタンス」など、⼈と⼈が物理的
に距離をとることが求められ、⼈の⼼が⾒え
にくくなり、他者を思いやり助け合う余裕の
ない、⼼の貧しい社会が訪れるような気がし
てなりません。
このような、⼈を想う⼤切な⼼が置き去りに
なろうとしているからこそ、我々宗像⻘年会
議所は、利⼰主義的な考えではなく、「互譲
互助」の精神をもって、⾃らを成⻑させ、⼈
や地域のために⾏動していかなければなりま
せん。
⼈を想う⼼は、⾃分ではない誰かのために⾏
動する原動⼒となります。そして、⼈を想い
懸命に⾏動することが、⾃⾝を成⻑させ、⼈
の⼼を動かし、⼈と⼈の⼼をつなぎます。そ
れは、地域を動かす⼤きな⼒となっていくの
です。
本年は、伝統である「互譲互助」の精神を胸
に掲げ、⼼をつなぎ、明るい豊かな社会を⽬
指していきましょう。
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⼼つながる結束した組織へ
私は、宗像⻘年会議所のメンバーに対して、
どれだけ時代や社会が変化をしても、絶対に
忘れてほしくないことがあります。それは、
⼈を想い、誰かのために⾏動する⼼でありま
す。もし、この⼼がなくなってしまえば、⾃
分さえよければいいという利⼰的な考えにな
り、魅⼒的な⼈が集う組織を維持することは
できません。
社会は⼈と⼈とのつながりで成り⽴ってお
り、宗像⻘年会議所の根幹も仲間とのつなが
りであります。仲間と⼀緒に活動をする中
で、楽しいこともありますが、困難なことに
直⾯することが何度も出てきます。そのよう
なときには、⼀⼈で⽴ち向かうのではなく、
仲間同⼠で助け合い、⽀え合い、時には仲間
のことを考えて厳しいことも⾔い合うこと
で、絆が⽣まれると考えます。
⼈を想い誰かのために⾏動する⼼を、宗像⻘
年会議所メンバー全員が⼤切にすることで、
どんな困難も⼒を合わせて乗り越えていけ
る、⼼つながる結束した組織を⽬指してまい
ります。
新たな仲間の発掘
近年、⻘年会議所では全国的に会員数の減
少、ＬＯＭ数の減少など厳しい状況に置かれ
ています。宗像⻘年会議所においても、近年
５０名ほどの会員数を維持しておりますが、
今後３年間で約２５名が卒業し、何もしなけ
れば会員数は半減してしまいます。単純に考
えると我々の⾏う運動の⼒が半分になってし
まいます。⼈のため、地域のためを想い⾏動
できる仲間が、⼀⼈でも多く増えることこそ
が、よりよい地域にするための運動の拡⼤に
つながり、地域の未来につながります。本年
度は、会員拡⼤を⼀丁⽬⼀番地の重要課題に
掲げ、メンバー全員の⼒を結集させ、拡⼤旋
⾵を巻き起こします。
⼀⽅で、⼈数を増やすだけでは会員拡⼤とは
⾔えないと考えます。⻘年会議所は、運動や
活動を通じて⾃らの成⻑につなげることがで
きる団体です。だからこそ、新⼊会員が、た
だ漠然と活動するのではなく、意欲的に活動
できる⼈財に成⻑してこそ真の会員拡⼤の成
功と考えます。本年度も、宗像⻘年会議所の
成り⽴ちや⻘年会議所の基礎を学べるアカデ
ミーを設置し、新⼊会員同⼠の絆を深め、⼀
⼈ひとりが「⼊会してよかった」、「前向き
に参加してみよう」と感じることができる環
境を構築し、新⼊会員の成⻑を促します。

未来を担う⻘少年の育成
これからの未来を創るのは、今を⽣きる⼦ど
もたちです。未来を担う⼦どもたちが⼼豊か
に、 健やかに成⻑する⼿助けをすることは
⼤⼈の⼤きな役割です。今を⽣きる⼦どもた
ちを取り 巻く環境は、新型コロナウイルス
の影響もあり、⼈と直接的に接する機会が減
少しています。⼈との出会いやつながりによ
る体験は、重要な学びの場であり、⼦どもた
ちの⼈格形成にも⼤ きな影響を与えます。
これからの未来をつくっていく⼦どもたちに
は、⼈とのつながり、地域とのつながりを⼤
切にし、思いやりのある⼈へと成⻑すること
が必要だと考えます。思いやりの⼼は、座学
やインターネットの情報だけで育めるもので
はありません。実体験を通じて 様々な⼈と
ふれあい、経験を積むことで、少しずつ⾝に
ついていくものです。本年は、仲間と助け合
いながら困難に⽴ち向かうことで、⼈を思い
やる⼼をもって、未来に向けて⼒強く 歩み
を進めることができる⻘少年の育成に努めて
まいります。
また、この地域には、「神宿る島」宗像・沖
ノ島と関連遺産群という、先⼈の志により世
界遺産に登録された地域の宝があります。そ
して、この世界に誇る地域の宝を未来に継承
するために、次世代を担う⼦供たちに、先⼈
の志を引き継いでいく責任があります。昨年
から始まった、先⼈たちがどのような想いで
世界遺産登録に向けて⾏動してきたのかを学
び、その志を⼦供たちに継承することを⽬的
とした郷⼟教育プログラムでは、⼦供たちに
先⼈の志を継承するだけでなく、⼦供たち⾃
らが考え、地域のために⾏動し、未来の宗像
⼈が誕⽣しました。本年も郷⼟教育プログラ
ムを通して、未来の宗像⼈を育み、地域を想
う⼼を未来へつなげていきます。
地域課題への取り組み
新型コロナウイルスによる、度重なる緊急事
態宣⾔やまん延防⽌等重点措置等の影響に
より、地域の活気が低下しました。アフター
コロナに向けて、新型コロナウイルスと共存
し、上⼿く付き合っていく道を探りながら、
時代を歩んでいくことが重要だと考えます。
このような状況だからこそ、我々宗像⻘年会
議所は、地域のために率先して⾏動する団体
でなければなりません。今、この地域にどの
ような課題があり、何が求められ何が必要な
のかをメンバー⼀⼈ひとりが考え、組織で共
有し、実⾏することが重要です。

まずは、地域に関⼼を寄せ、少しでも地域を
良くしていこうという想いをもつことが重要
です。そして、地域のことをより深く知る努
⼒をする必要があります。⼈は全く知らない
ことに興味を持つことはできません。まして
や「どのような地域にしていきたいか」な
ど、⾃分なりの考えを持つことはなおさら難
しいものです。地域の現状を⼗分に理解し
て、⻘年らしい切り⼝で地域課題にアプロー
チしていく、それこそが宗像⻘年会議所が⾏
うべきまちづくりではないでしょうか。
また、２０２２年は、地域の未来を選択する
上で重要な機会である宗像市⻑選挙が開催さ
れる年となります。これからの地域をつくっ
ていくのは、この地域で⽣活している私たち
市⺠です。何もしなければ、⾃分たちが求め
る未来はやってきません。⼀⼈でも多くの市
⺠が、地域の未来に関⼼をもって、地域をど
のようにしていきたいかを考えていくことが
重要です。多くの市⺠が、地域の未来に関⼼
を持って、未来に向けた確かな選択ができる
機会を創出し、⾃分たちの地域の未来は、⾃
分たちで選んでいくという当事者意識の向上
を⽬指します。
おわりに
私は、２００９年に宗像⻘年会議所に⼊会し
ました。振り返ると、⼊会当初は、宗像⻘年
会議所に意義を感じることはできませんでし
た。しかし、先輩⽅に背中を押されながらも
参加していく中で、⼈のことを考えたり、地
域のことを考えたりするようになり、気づけ
ば理事⻑という役職に挑戦するまでに成⻑を
していました。そして何よりも幸せなこと
は、⼀⽣の仲間ができたことです。
時間や経済的に余裕があって宗像⻘年会議所
の活動をしているメンバーは⼀⼈もいませ
ん。家族や会社の⽅の⽀えがあって活動でき
ます。だからこそ、メンバーには家族や会社
の⽅へ恩返しができるよう、必ず成⻑してほ
しいと思います。成⻑には困難がつきもので
す。くじけそうになったり、壁にぶつかった
りすることもあるでしょう。そのようなとき
には、宗像⻘年会議所の仲間がいることを忘
れてほしくない。そんな仲間がいたら、⼿を
差し伸べてほしい。メンバー全員で成⻑し、
⼒を合わせれば、必ず地域を変える⼤きな⼒
となります。⼼つながる仲間がいるからこ
そ、地域を変える本気の挑戦ができるので
す。
宗像⻘年会議所の魂である「互譲互助」を胸
に、⼼をつなぐ⼀年にしていきましょう。
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委員⻑

⾕⼝ 友和

委員⻑

⼩林 拓成

委員⻑

於保 諒真

委員⻑

篠原 優太
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2022年度 総務広報委員会 基本計画

2022年度 未来創造委員会 基本計画

総務広報委員会では、年２回の総会において
重要事項の決議とともに今後のＪＣ活動への
意欲を向上させ、意識の統⼀を図っていきま
す。「沖ノ島を世界遺産にしたのは誰か」ド
キュメンタリー製作において、郷⼟を愛した
⽅々の想いを継承し、まちづくりへの関⼼を
⾼めてまいります。また、本会議所の活動に
多くの賛同をいただくため、ＨＰのみならず
ＦａｃｅｂｏｏｋやＩｎｓｔａｇｒａｍを代
表とするＳＮＳ等のツールを活⽤し広報活動
を⾏なってまいります。

未来創造委員会では、オンライン配信を活⽤
し、主権者意識を育み、まちづくりに対する
参画意識を⾼める公開討論例会を開催いたし
ます。また、メンバーで地域貢献に対する想
いや⾏動に温度差があるなか、地域のために
率先して⾏動する団体として地域を深く理解
し、良くしていこうとする意識を⾼めるため
の地域課題コンテスト例会の開催いたします。
さらに、市⺠を対象に地域課題を再発⾒し、
地域を良くするために⾏動する意識を醸成す
ることを⽬的とし、課題解決に向けて１⽇を
通じて市⺠と活動する公開例会を開催いたし
ます。

主な事業
u総会の運営
uドキュメンタリー製作
u広報活動およびツール
（HP・SNS）の活⽤

委員⻑

福井 崇郎

主な事業
u宗像市⻑選挙公開討論例会
の開催
u地域課題コンテスト例会の
開催
u地域課題を解決する公開例
会の開催
uSDGsの推進

2022年度 例会運営委員会 基本計画

2022年度 会員拡⼤委員会 基本計画

例会運営委員会では、本年度は本会議所が主
管となり、第２エリア合同例会が開催されま
す。福岡ブロック協議会の運動⽅針を理解し
第２エリアの⼀⼈ひとりの参加意識を⾼め、
４ＬＯＭが結束できる例会を⾏なってまいり
ます。近年会員同⼠の交流が減少しており、
今後更に魅⼒ある活動を⾏うためにメンバー
同⼠の絆を深め、本会議所活動への参加意識
を⾼めるための会員交流例会を⾏ってまいり
ます。年間を通じて、全メンバーに例会の所
作を伝え、責任感をもった規律ある例会を運
営してまいります。

明るい豊かな社会を⽬指すためには仲間が必
要です。⼈財が集まることで、より地域のた
めに⾏動できることを、全メンバーがもっと
深く理解する必要があります。全メンバーの
会員拡⼤への意識を⾼めるための例会を開催
いたします。また、⻘年会議所がどのような
団体であるのか、どのような活動をしている
のか、うまく説明ができず、⼊会候補者へ伝
わりづらい現状があります。⻘年会議所の活
動の魅⼒が伝わるパンフレットを作成し、メ
ンバー全員の会員拡⼤に対しての苦⼿意識や
説明の難しさの払拭を図ります。

主な事業
u第2エリア合同例会の開催
u会員交流例会の開催
u卒業例会の開催
u規律ある例会運営の推進

委員⻑

松永 円

主な事業
u会員拡⼤例会の開催
u会員拡⼤ツールの作成
u会員拡⼤の実践

2022年度 ⼈財育成委員会 基本計画

2022年度 アカデミー委員会 基本計画

⼈財育成委員会では、⼀年のスタートにあた
り理事⻑の想い全メンバーが理解し、⼼をつ
なぐことで本年活動意欲が向上する例会を開
催いたします。新型コロナウイルス感染症な
どの影響で対⾯での交流の機会が減る状況の
中、⼼のつながりをより強固なものにするた
めに仲間の⼤切さや、喜びを分かちあえるこ
との素晴らしさを共有できる例会を開催いた
します。年間を通じて⼈を想いやり、⼈のた
めに⾏動をする⼤切さを伝え、お互いを⾼め
合うための「誘い愛運動」を推進していきま
す。

アカデミー委員会では、毎年11⽉に認承証伝
達記念例会を⾏い、宗像⻘年会議所発⾜時の
先輩⽅の想いを継承してきました。今後もよ
り良い地域を作っていくには創始の精神を学
ぶと共に引き継ぐ必要があります。新⼊会員
が先輩⽅に創始の精神や歴史を取材しながら
学び、その他のメンバーへ発表することで、
より良い地域作りへの活動意欲を⾼めます。
また、仮⼊会者および新⼊会員が⻘年会議所
の基礎を学び、同じ⽬的に向かって歩みを進
め、積極的な活動ができるようメンバー育成
を⾏なってまいります。

主な事業
u理事⻑所信発表例会の開催
u⼼をつなぐ例会の開催
u⼼をつなぐ運動の推進
uOTONANOSENAKA運動の
推進

委員⻑

樋⼝ 修平

主な事業
u認承証伝達記念例会の開催
u仮⼊会者および新⼊会員の
育成(オリエンテーション)
u仮⼊会者および新⼊会員の
フォローアップ

2022年度 ⻘少年育成委員会 基本計画

2022年度 会員統括補佐 基本計画

⻘少年育成委員会では、新成⼈たちそれぞれ
が⽬指す未来に向けて⼤きく⽻ばたこうとす
る気持ちを醸成する講演を⾏なってまいりま
す。また、児童⽣徒を対象に実体験を通じて
様々な⼈と触れ合い、与えられた課題を仲間
と助け合いながら解決することで、⼈を想い
やる⼼を学んでもらう少年合宿事業を⾏なっ
てまいります。昨年に続き、次世代を担う⼦
どもたちに、世界遺産登録に向け⾏動した先
⼈たちの志を継承し、⾃ら考え、地域のため
に⾏動する未来の宗像⼈を育成する郷⼟教育
プログラムを実施してまいります。

⻘年会議所活動をするには、家族のサポート
が必要不可⽋です。会員統括補佐では、家族
に楽しんでもらうとともに、メンバーとの交
流を通じて、⻘年会議所活動の理解を深めら
れる例会を開催いたします。また、メンバー
全員が意欲的に活動し充⾜感を得るため、委
員⻑や副委員⻑、委員会幹事と連携し、メン
バー同⼠のコミュニケーションの機会を創出
していきます。さらに全メンバーがより⻘年
会議所活動にやりがいを感じ、積極的な参加
ができるよう委員会幹事をサポートするとと
もに、委員会の雰囲気がよりよくなるサポー
ト⾏います。

主な事業
u宗像市成⼈式の運営
u少年合宿事業の開催
u郷⼟教育プログラムの企画
および制作
u少年育成事業への参加
および連携

⽑利 哲太

主な事業
u家族例会の開催
u正会員および仮⼊会者の
フォローアップ
u委員会幹事の統括
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常任理事
鶴⼭ 裕也
財政局⻑
嶺 匡裕

事務局⻑
碇⼭ 敏⾏

池尾 拓

昨年同様、新型コロナウイルスに振り回される１年となり、２０２１年の活動の
半分以上はオンライン開催となりましたが、それでも、この環境下で実施できる精
⼀杯の活動はできたと思います。オンライン開催には、決してネガティブなことば
かりではなく、結果としてポジティブな点も多くありました。それは、これまでよ
りも多くの⼈に私たちの事業を届けることができた点です。これまで、事業当⽇に
会場に来られた⽅を対象としていた私たちの活動を、オンライン事業とすること
で、これまで以上に多くの⽅に事業に参加していただくことができました。
このことが最も効果的に働いたのが、１⽉に実施した福津市⻑選挙⽴候補者によ
る政策発表会です。私たちがこれまで実施してきた公開討論会では、当⽇の来場者
は多くても数百名でしたが、今回の政策発表会の動画再⽣回数は２７００回を超
え、これまでよりもはるかに多い⽅に⽴候補者が掲げる政策を届けることができま
した。
また、ＷＥＢ上に動画を残し、今後も継続して多くの⽅に私たちの事業を知って
もらえる環境を作れた点も、今年⼤きく進化できた点です。１０⽉に実施した「郷
⼟愛のカタチ〜未来へつなぐ〜」は、事業⾃体が年初に予定していた形とは⼤きく
変わり、私たちの活動を多くの⼈に知っていただくための動画を作る活動に振り切
ることができました。この動画は、宗像ＪＣのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで観るこ
とができますので、ぜひご覧ください。
２０２１年に私たちの活動にご協⼒を賜りました、地域の⽅々、⾏政職員のみな
さま、宗像ＪＣの諸先輩⽅に、会を代表して御礼申し上げます。ありがとうござい
ました。

LOM運営グループ
専務理事
泉川 尚進

⼈財開発グループ
副理事⻑
本⽥ 武

地域創造グループ
副理事⻑
⼒丸 英俊

地域創造グループ
副理事⻑
岩城 裕幸

⼼をつなぐグループ
副理事⻑兼会員統括
安永 敬英

第4７代 理事長

賛助会員様のご紹介
岩磯
岩﨑 ⼀⼈様

福岡市中央区⾚坂1-5-11
アバンダント89ビル602号
TEL.092-762-5710

宗像市⼟⽳2-1-11
TEL.0940-33-0686

特別顧問
⻄⼭ 洋平

松永 兼正様

ピザポケット

TEL.090-1871-600

くりえいと宗像店
⽥中 隆⼀様
宗像市くりえいと1-6-3
TEL.0940-35-5388

宗像市⽥熊2-8-34
ルミエールB棟102

カラオケスナック くるくる

滝⼝ 登美⼦様

㈲ミネ圧送
嶺 保成様

グッドライフ⻯⾺
鍋島 ⼀夫様

宗像市冨地原554-1

宗像市⼟⽳1-3-26

宗像市⽥島1483

宗像市吉留1561

TEL.0940-62-1919

TEL.080-6438-7470

スナック 羅羅
辻 幸代様

TEL.0940-33-8921

TEL.0940-33-7420

つやざき漁港⾷堂空と海

和⾷レストラン 末広
安部 修市様

カジュアルバーソレイユ

福津市津屋崎4-47-18
TEL.0940-52-5001

宗像市牟⽥尻1860-31

宗像市東郷5-1-26

TEL.0940-62-0023

TEL.0940-37-0051

宗像市東郷2-6-4
TEL.0940-36-7261

evolutional River

宗像平和タクシー㈱
塩川 浩⼀様

須ノ内⻭科医院
須ノ内 茂⼦様

Ｎ７０４
⼭⽥ 尚代様

宗像市⾚間駅前2-7-14
TEL.0940-36-9705

福津市中央3-8-11

福津市花⾒が浜1-1-1

福津市⼿光南1-6-5

TEL.0940-42-0040

TEL.0940-42-0621

TEL.0940-42-0621

マトバ不動産㈱
的場 智浩様

北九州銀⾏ 宗像⽀店
⽀店⻑ ⽯⾶ 純⼀様

さち丸
権⽥ ⼤介様

加藤博道税理⼠事務所

福津市⽇蒔野4-1-12

宗像市⾚間駅前1-4-34

宗像市⽥熊4-8-12-103

TEL.0940-39-3525

TEL.0940-38-0511

TEL.0940-36-6960

遠賀郡⽔巻町宮尾台10-4
TEL.093-202-3560

㈱フリーダムエンタテイメント

㈱アーカイブセキュリティ

⼀歩⼀笑 紙屋 吉祥
井本 裕三様

合島 寿樹様
監事
中野 慎也

運転代⾏サービスアクア

カーズ・フジシマ
藤嶋 伸⼆様

(エボリューショナル リバー)

直前理事⻑兼監事
世界遺産5周年
実⾏委員⻑
池尾 拓

明るい豊かな社会の実現に向けて活動している公益社団法⼈宗像⻘年会議所は、
ご賛同・ご⽀援いただける賛助会員を募集しております。

阿部⽂明法律事務所
阿部 ⽂明様

三浦 晴久様

坂⼝ 聡様
宗像市城⻄ヶ丘1-14-8

理事⻑
中⼭ 勝志

副委員長
委員会監事

立山
藤田
中村
宗野
星山
安部

恭介
美樹
拓実
ちひろ
翔冴
一寿

副委員長
委員会監事

田久保 匡
福田 剛
出光 良彰
中村 陽平
楠田 透良

副委員長
山下 恭介
陽亮
副委員長
立山
委員会監事 藤田
若松 美樹
裕一
委員会監事
福留 拓実
尚樹
中村
赤坂 ちひろ
翔也
宗野
星山 翔冴
安部 一寿

副委員長
委員会監事

近藤
沖口
田中
徳永
佐藤
伊藤

紹蓮
豪
宏和
雄介
雄基
太志

副委員長
委員会監事

寺山
田島
徳永
秋山
宇佐
小田
野口

英助
弥花
大祐
仁志
美徳
恵美子
真史

副委員長
委員会監事

中山 勇志
辻原 理也

副委員長

三谷 将人

常任理事
佐藤 讓

会員統括補佐
⽑利 哲太
アカデミー委員会
委員⻑ 樋⼝ 修平
未来創造委員会
委員⻑ 福井 崇郎
⻘少年育成委員会
委員⻑ 篠原 優太
⼈財育成委員会
委員⻑ 於保 諒真
例会運営委員会
委員⻑ ⼩林 拓成
総務広報委員会
委員⻑ ⾕⼝ 友和

地域創造グループ
常任理事
鶴⼭ 裕也
常任理事
佐藤 讓
事務局⻑
碇⼭ 敏⾏

ＬＯＭ運営グループ

財政局⻑
嶺 匡裕

⼈財開発グループ

副理事⻑
⼒丸 英俊
専務理事
泉川 尚進

副理事⻑
本⽥ 武

理事⻑
中⼭ 勝志
事務局員
中野 久美⼦

理事会

副理事⻑
岩城 裕幸

会員拡⼤委員会
委員⻑ 松永 円

副理事⻑兼会員統括
安永 敬英

⼼をつなぐグループ

特別顧問
⻄⼭ 洋平

直前理事⻑兼監事 池尾 拓
（兼世界遺産５周年実⾏委員⻑）
監事 中野 慎也
総会

２０２２年度 組織
公益社団法⼈宗像⻘年会議所
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２０２１年度 理事長総括

TEL.0940-36-9342

⾕ 信芳様
福岡市博多区吉塚8-1-14
TEL.080-3949-8607

貞政 孝司様

福津市中央6-9-11
TEL.0940-72-6033

加藤 博道様

賛助会員様
募集中
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宗像青年会議所 ２０２１年度 活動報告
「沖ノ島を世界遺産にしたのは誰か」ドキュメンタリー取材並びに製作

志
夢を描き、未来を創る

２０１７年７⽉「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群が世界⽂化遺産に登録されました。世界遺産登録までに⻑い年⽉を要した
ため、世界遺産登録に関わった⽅々もご⾼齢になり、地域にその功績や志を知る⽅が時と共に少なくなっていきます。
宗像地域に現存する素晴らしい構成資産を守り続けた地域の⽅々の想いと、世界遺産登録に携わってきた⽅々の志を後世に残すと
共に、地域の未来を創る志を継承していくため、関わった１９名の⽅へインタビューを⾏い、動画として記録に残しました。

公益社団法人宗像青年会議所は、明るい豊かな社会の実現に
むけて地域貢献活動や青少年育成事業を行っています。
２０２１年度は、スローガン「志 夢を描き、未来を創る」
を掲げ活動を行ってまいりました。

１月 2021年 宗像市成人式
２０２１年１⽉１０⽇(⽇)、宗像ユリックスにて宗像市が主催する
「２０２１年 宗像市成⼈式」を主管し、運営させていただきました。
宗像市の″市⺠サービス協働化提案制度″を活⽤し、公益社団法⼈宗像⻘年会
議所が宗像市より運営を任されて今年で１２回⽬となります。
今回の成⼈式は新型コロナウイルス感染防⽌のため、２部制でソーシャルディス
タンスを保ちながらの開催となりました。
当⽇の特別講演ゲストにお招きした北九州市⽴⼤学基盤教育センターひびきの
分室准教授、そして、むなかた応援⼤使であるアン・クレシーニ⽒に講演を⾏っ
ていただきました。アンビシャスをテーマに、⼤志を抱くこと、新成⼈である君
たちの可能性は無限にあるといった熱いメッセージをいただきました。

郷土教育プログラム
宗像市との協⼒において、南郷⼩学校の⽣徒を対象に、⾃分の育った地域の環境や背景を知り、故郷をより良くしたいという気持
ちを醸成するため、「世界遺産学習」の⼀環として授業を⾏いました。６⽉の授業にはじまり９⽉に複数回のゲストティーチャー
を務めさせていただくなど、児童たち⾃⾝が世界遺産について興味を持ち、調べ、発表する中で、宗像地域の魅⼒をもっと伝える
にはどうしたらいいかを考えるきっかけをつくり、未来の「宗像⼈（むなかたびと）」が多く誕⽣しました。

４月 宗像地域を知る例会
〜地域でできること言葉にする〜
４⽉７⽇(⽔)⻘少年育成委員会の事業として、『２０２１年度４⽉例会宗像地
域を知る〜地域できることを⾔葉にする』を開催しました。
５、６⼈のチームに分かれワークショップ形式で「宗像・福津の魅⼒とは」と
いうテーマのもとグループにて話し合いを⾏い、メンバーそれぞれの地域への視
点や理解、想いを語り合い、その後「世界遺産・津屋崎千軒・郷⼟料理」のテー
マに分かれ、発表・各グループで意⾒交換を⾏いました。最後にメンバー１⼈１
⼈ができることを⽤紙に記⼊し、理由も含めて宣⾔しました。メンバー⾃⾝が地
域のことを知り、先⼈達の想いと積み重ねの結果として現在の姿があることを再
認識することがでました。
この例会を通して宗像・福津地域への歴史・⽂化をはじめ現状の課題への理解
を深め、過去と現在と未来を⾒つめることで、地域の中で⾃分が果たす役割を私
達⾃⾝が知り、実践することに気づいた有意義な例会となりました。

６月 防災例会

郷土愛のカタチ 〜未来につなぐ〜
１０⽉２３⽇(⼟)ＹｏｕＴｕｂｅ「宗像ＪＣちゃんねる」にて、世界遺産登録活動に尽⼒された⽅々の想いを収録したドキュメン
タリー作品の上映、これからの未来を担う⼦どもたちが郷⼟の歴史を学び、当事者意識を育む「郷⼟教育プログラム」の成果発表
を配信、公開いたしました。また、１１⽉３⽇(⽔・祝⽇)海の道むなかた館にて、本年の活動報告をさせていただき、先⼈たちの
想い、郷⼟の歴史を来場者の⽅に伝えることができ、郷⼟愛を深め地域の未来を考えていただける内容となりました。

〜知ることから、はじめよう〜
６⽉１７⽇(⽊)「６⽉防災例会〜知ることから、はじめよう〜」が新型コロナ
ウイルス感染拡⼤防⽌、緊急事態宣⾔期間中に伴い、Ｚｏｏｍを活⽤したＷＥＢ
での開催となりました。
「宗像⻘年会議所と３市(宗像・福津・古賀)の協定会福祉協議会との災害時相
互協⼒協定について」の確認を⾏い、講師に宗像地区消防本部福津消防署救急警
防⼩隊 ⼩隊⻑の林⽥宏貴様をお招きし、ご教⽰いただきましたのは、「⾃助・
共助」の⼤切さです。
この例会を通して、いつどこで起こるかわからない不測の災害に備え「いざ」
という時に⾃⾝や⾝の回りの⼈の命を守るための知識と術を⾝につけておくこと
の必要性やその知識や術を活かし、⼀⼈ひとりが判断、⾏動できる⼒を⽇頃から
養っておくことの⼤切を学ぶ有意義な例会となり、私たち宗像⻘年会議所メン
バー⼀同、市⺠の皆様に頼られる存在であらねばと再確認いたしました。
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2021年宗像市成人式特別講演

対談

講演と対談の模様はコチラから

講師：アン・クレシーニ氏

宗像ＪＣ 理事長 池尾 拓

北九州市⽴⼤学 基盤教育センター ひびきの分室 准教授

池尾：それでは、本⽇宗像の成⼈式で講演をしていた
だきましたアン・クレシーニさんにお話を伺います。
いつもアンちゃんと呼んでいるので、
講師：はい。アンちゃんと呼んでください。
池尾：敬意を込めてここでは、アンちゃんと呼びたい
と思います。
講師： はい。よろしくお願いします。
池尾：アンちゃん今⽇は⼤変貴重な講演をありがとう
ございました。
講師：すごく楽しかったです。
池尾：良かったです。はじめに簡単な⾃⼰紹介をして
いただいて良いですか？
講師：はい。私はアメリカ⽣まれ、今は宗像在住のア
ン・クレシーニです。私は⽇本に来て２０年ぐらい経
ちます。宗像に来てから５年ぐらいかな。今は北九州
市⽴⼤学の准教授をしながら、いろいろメディアの活
動をしています。テレビやラジオ、執筆活動をしてい
ます。⼀番⼤事な肩書は、宗像応援⼤使です。
池尾：確かにそうですね。ありがとうございます。で
は、率直に今⽇のお話してみて、どうでしたか。感想
を教えていただきたいです。
講師：そうですね。私ずっと若者に話したいと思って
いる話があり、講演活動を始めてから３年が経ちます
が、最初は公⺠館が⼀番多かったんですよね。公⺠館
で話すのが私⼀番好き。年配の⽅が多くて、反応がす
ごく良いので、楽しいんだけど、でもいつか若者に話
したいなと思っていて、学校の中に⼊ったりとか、若
者に話したりとか、そういう機会を与えられたら良い
なとずっと３年間望んできて、やっと今⽇それが叶い
ましたからすごく嬉しかったです。
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池尾：良かったです。今⽇は会場が暗かったので、新
成⼈の皆さんに、どれぐらい伝わっていたのかわから
ないんですけど、ステージから⾒ていて新成⼈の皆さ
んはどうでしたか？
講師：やっぱり、みんな緊張していましたね。今まで
に１００回ぐらい講演会をしたことがあるんですけ
ど、若者は反応が薄いことが多いよね。だけど、それ
が伝わってないわけじゃない。よく中学校とか⼤学で
話した後、反応があまりなくて、伝わってないかなと
不安になることがあるんだけど、講演後にＩｎｓｔａ
ｇｒａｍとかＦａｃｅｂｏｏｋに「本当に素敵な講演
をしてくれてありがとうございます。」「本当に考え
させられました。」とかそういうメッセージが来るか
ら、だからそんな反応が薄いからと⾔って、伝わって
ないわけではない。すごく素敵な経験談を話している
ので、絶対に話が伝わっていると信じています。
池尾：僕もステージの横で聞いていて、素晴らしい話
だなと思って聞いていました。
講師：ありがとうございます。
池尾：応援のメッセージが強かったので、ぜひ響いて
いてほしいなと思いますね。
講師：最近若者は、⾊んな所から叩かれている気がし
ます。メディアで⽇本語がおかしいとか、マスクして
いないとか、そんな話をよく聞きますけど、私は若者
を⾒ると本当に希望が溢れてきます。⽇本の未来を決
めるのは私達⼤⼈じゃなくて、⼦供、若者だから、私
達の仕事はその⼦供を応援することだと思う。そして
その可能性を信じることが⼀番⼤事な仕事だなと思っ
ています。

池尾：最後にメッセージを新成⼈の皆さんに贈っても
らおうと思ったら、メッセージが出てきましたね。僕
たちは、この街に住んでいる⾃分たちと同じ世代の⼈
たちもそうですけど、若い⼈たちに宗像っていいとこ
ろだなって思ってもらいたいなと思って活動をしてい
るんですね。アンちゃんが思う宗像の魅⼒って何だと
思いますか？
講師：そうですね。この質問よく聞かれます。本当に
答えにくいです。⽇本語ではなんとなく⼆択がありま
すよね。英語にはないんです。魅⼒が溢れているんだ
けれど、これだって⾔いにくいんです。宗像は、⾃然
も素晴らしいし、⼈も優しいし、すごく住みやすい場
所。私もこういう⼩さい⽥舎町で育ってきました。若
いときは⾃分のふるさとの魅⼒がなかなか⾒つけられ
ませんでした。私も早くこの⽥舎町を出て、都会に⾏
きたいという気持ちがありました。⾼校卒業した後、
ちょっと都会に出て、その後⾊んな所に⾏って、⽇本
に来て、５年前ぐらいに仕事のために１年間、アメリ
カに家族で戻りました。その時、初めて⾃分のふるさ
との魅⼒に気づきました。再発⾒みたいな感じで。だ
からやっぱり、若い頃にずっと同じ場所に居て、当た
り前になりすぎて、その魅⼒を感じるのはなかなか難
しいと思うんだけど、⼀回そこから離れて戻ってくる
と、ここで⽣まれてよかったなと思う。私はそういう
気持ちになったんですよね。私はふるさとをどうして
も離れたかったんだけど、私の故郷と全く同じような
ところに今住んでいます。だから宗像と私のふるさと
はすごく似ています。
池尾：結局、⾃分のふるさとに近い宗像に惹かれると
ころがあったんですかね。
講師：そうですね。どうやって説明していいかわから
ないんですけど、あっちこっち⾊んな所に住んだこと
があるんだけど、宗像っていう漢字を⾒るだけで感動
します。
池尾：すごい。
講師：今⽇、⽇本と宗像の国旗が⼀緒になっているの
を⾒たときに、感動しました。私の好きな所が⼀緒に
なっているんだって。だから、宗像は相当外国⼈とし
ても住みやすいし、物価も安いし、⾷べ物も美味しい
し、やっぱりちょうどいい⽥舎っていう感じですね。
福岡と北九州の真ん中だから簡単に都会に⾏けるけ
ど、やっぱり⽥舎なんだっていう感じで、これは私の
故郷にすごく似ているから、ずっと宗像に住んでずっ
と⾻を埋めたいなと思っています。
池尾：素晴らしい。⽇本にも「ふるさとは遠きにあり
て思うもの」っていう⾔葉があるので、おそらく新成
⼈のみんなもずっと宗像に住んでいたらわからないこ
とも、他のところに就職とかで⾏ったら、「やっぱり
地元って良かったんだな」って思ってくれるんじゃな
いかなと思います。
講師：⼈間はどんなことでも、あまりにも近すぎると
魅⼒が⾒れないんですよね。⾃分の⺟国語を⾒てこれ
⾯⽩いとかないでしょ？
池尾：そうですね。

講師：⽇本⼈は⽇本語が⾯⽩いとかあんまり思わない
んだけど、外国⼈がなんで⽇本語はこうなってるんで
すか？とか、なんで⽇本⼈はこんな事するんですか？
とか、やっぱり新鮮。⼀回離れて帰ってくると、違う
⽬で⾒れるようになるんじゃないかなと思いますし、
宗像の魅⼒がわかると思います。私の学⽣も何⼈かは
宗像の⼈で、宗像が好きだって⾔ってるから、宗像の
魅⼒はわかっていると思います。
池尾：⾃分が⽣まれ育ったところに対する愛情が深
まったら、⾃分⾃⾝の⾃信にもなるし、他の地域の⼈
に誇れる地域になったら、社会で⾃信を持って⽣きて
いけると思うので、ぜひ若い⼈たちに地元の魅⼒って
いうものを考えてもらいたいなと僕は思っているんで
すよね。
講師：その中で誇りを持って私宗像⼈ですって⾔って
ほしいですよね。私、どこから来ましたって聞かれる
ときに、多分相⼿が思っているのは国だと思うけど、
⾃分は思わずに宗像って答える。そうじゃなくて国な
んだよって。でも、⾃分の中のアイデンティティは
すっかり宗像⼈になっているから、アメリカは後で来
るっていう感じで。そういう感じで、宗像を誇りに
思っているような考えがあったらいいなと思います。
池尾：では、これが最後の質問です。アンちゃんは⽇
本語が全くわからない状態で⽇本に来たわけじゃない
ですか。先程も⾔ってましたけど、こういうふうにし
たいなと思ったことがだんだんできるようになってき
たと話されてましたけど、⾃分のやりたいこととか夢
とかを実現するためには、新成⼈の皆さんにどういう
⾵にしていったら良いかアドバイスがあったら教えて
下さい。
講師：⾃分を信じなきゃいけないよね。⾃分はこれが
できると思わないとどうにもならないなと思ってい
て、やっぱり⾃信がないことが結構問題になっている
と思うので、何かやりたいけど、やってみたら、失敗
したら、どういう気持ちなんだろうとか、周りの⽬を
気にするとか、でもやっぱり何かをできるかどうかっ
てやってみないとわからないことも多いですよね。だ
から、まずチャレンジ精神がすごく⼤事だなと思って
いて。そして好奇⼼。もうずっと新しいことをしよう
とする好奇⼼。⾃分がやりたいことを⾒つけたら、ど
うやって実感させることができるか、⾊々と考えて
て、今⽇話したけど、努⼒が⼤事ですよね。私は⽇本
に来て⽇本語をすぐに話せるようになったわけじゃな
くて、何万時間も勉強して、苦労して、なんでこの漢
字はどうしても覚えられないの？とか、そして何回も
恥ずかしいことを⾔ってしまったりとか、そういう結
果、⽇本語を話せるようになったので、やっぱり何で
も努⼒だと思うんで。やっぱり諦めないこと。どんな
に苦労しても、試練があっても、諦めない。⾃分の夢
に向かって諦めないことがすごく⼤事だなと思ってい
ます。
池尾：今⽇は貴重なお話を沢⼭聞かせていただいて、
ありがとうございます。新成⼈の皆さんも宗像の出⾝
であるということを誇りに思っていただいて、そして
⾃分の可能性を信じて、これからも未来に突き進んで
もらえたら良いなと思います。今⽇は本当にありがと
うございました。
講師：ありがとうございました。
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