
 

 

 

Ⅰ 法人の概況 

 １．設立年月日  昭和５７年９月６日 

 

 ２．定款に定める目的 

   本会議所は、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発につとめ 

るとともに、国家的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。 

 

  ３．定款に定める事業内容 

   （１）政治、経済、社会及び文化に関する調査研究並びにその改善に資する計画の立 

案と実現を推進する事業 

   （２）前号の事業を推進するための人材育成を目的とする事業 

   （３）青少年の健全な育成を目的とする事業 

   （４）会員等に対する研修 

   （５）国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所及び国内外の青年会議所並びに 

その他諸団体との連携 

   （６）諸会議・諸大会の開催 

   （７）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 

  ４．所管官庁に関する事項 

    福岡県知事（商工部中小企業振興課） 

 

  ５．会員の状況 

 

 

  ６．主たる事務所 

    福岡県筑紫野市湯町３丁目２番５号 

 

 

 

 

７．役員に関する事項 

種類 

 

当 期 末 

（２０１８年度末） 

前 期 末 

（２０１７年度末） 

前期末比増減 

 

正会員 １２０名 １２１名 －１名 

特別会員 ３０５名 ２９１名 ＋１４名 

名誉会員 ０名 ０名 ±０名 

賛助会員 １３１名 １２３名 ＋８名 

合計 ５５６名 ５３５名 ＋２１名 



 

 

役職 氏  名 常勤・非常勤の別 担当職務・現職 

理事長 別府 大輔 非常勤  

副理事長 友石  淳 非常勤  

副理事長 福山隆一郎 非常勤  

副理事長 坂本 新次 非常勤  

専務理事 武藤孝史朗 非常勤  

常務理事 井筒 康貴 非常勤  

常務理事 竹田  豊 非常勤  

理事 森  俊輔 非常勤 ＬＯＭ運営推進委員会 委員長 

理事 中川裕一郎 非常勤 ＬＯＭ運営推進委員会 副委員長 

理事 石立  有 非常勤 ＬＯＭ運営推進委員会 副委員長 

理事 柿本大一郎 非常勤 総務委員会 委員長 

理事 松尾奈津輝 非常勤 総務委員会 副委員長 

理事 栄木 秀一 非常勤 総務委員会 副委員長 

理事 前田健之輔 非常勤 地域連携推進委員会 委員長  

理事 木下 光敏 非常勤 地域連携推進委員会 副委員長 

理事 草場 亮介 非常勤 地域連携推進委員会 副委員長 

理事 筒井 洋貴 非常勤 地域連携推進委員会 副委員長 

理事 黒﨑 直樹 非常勤 未来を担う人財育成委員会 委員長 

理事 津田有希子 非常勤 未来を担う人財育成委員会 副委員長 

理事 菊地 大介 非常勤 未来を担う人財育成委員会 副委員長 

理事 遠藤 尚誉 非常勤 郷土の魅力発信委員会 委員長 

理事 波多江祐介 非常勤 郷土の魅力発信委員会 副委員長 

理事 梅津 智史 非常勤 郷土の魅力発信委員会 副委員長 

理事 下田 賢作 非常勤 会員拡大委員会 委員長 

理事 柴田 喜大 非常勤 会員拡大委員会 副委員長 

理事 二島由基子 非常勤 会員拡大委員会 副委員長 

理事 吉田荘一郎 非常勤 資質向上委員会 委員長 

理事 魚住 賢司 非常勤 資質向上委員会 副委員長 

理事 赤木  公 非常勤 資質向上委員会 副委員長 

監事 堺  大輔 非常勤  

監事 小鳥居寛貢 非常勤  

監事 野本 和範 非常勤  

 

 

８．職員に関する事項 

  常勤事務局員 １名 前期末比増減±０   （週５日勤務） 



 

 

 

Ⅱ 事業の状況 

１． 対外事業の実施状況 

（１）継１事業 「まちづくり」事業 

① 「つくしスポーツフェスタ２０１８」  （担当委員会：地域連携推進委員会） 

・目的：筑紫地区の地域住民が、スポーツへ取り組む意欲や参加する意欲を向上させ 

 る事で、各自治体の持つスポーツ施設等の環境の理解を深めると共に自ら参画 

 しようとする意欲を高めると共に、ラグビーワールドカップ２０１９日本大会 

（ＲＷＣ２０１９）の認知度向上を通し、ラグビーに関する機運を高め、地域内外問

わず大会を盛り上げ支える意欲の向上を図る事を目的とする。 

・内容：筑紫地区の一般市民を対象にスポーツテストや各種スポーツの体験ブース 

    を通してスポーツへの参画意識を高める取り組みを実施。そして、ラグビー体験ブ

ースの設置や、トークショー、アイルランドを始めとするトップクラスの海外ナシ

ョナルチームの公認キャンプ地の春日市決定に関する告知を通じてＲＷＣ２０１

９自体の認知度向上や、大会を支える気運の醸成を行いました。 

・日時／会場／参加者 ９月１６日（日）会場：春日公園 芝生広場（西側） 

参加者：１,００９名 

（内訳：参加者９３０名、メンバー７９名） 

 

② 「筑紫地区未来フォーラム２０１８」(担当委員会：郷土の魅力発信委員会) 

・目的：筑紫地区住民や行政関係者、各団体の参加者に、旧筑紫郡の繋がりや歴史を 

 感じて頂き、更なる郷土愛を醸成すると共に、その他の地域住民には筑紫地区へ 

 の愛着心を醸成する事を目的とする。 

・内容： ２０１８年１０月、那珂川町の市政施行に伴い、筑紫郡の呼称がなくなっ 

 た今、「つくしは一つ」を掲げるつくしＪＣとして、行政との連携・協力を更に 

 構築する為に、筑紫地区の各首長を初め、行政の幹部から若手にご参加頂き、 

 「藻谷浩介」氏を講師としてお招きした、今後の筑紫地区の経済、政治情勢の 

 変化や人口動態の推移などを来場者と共に正確に学ぶフォーラムを開催致しまし 

 た。フォーラム開催を通じて、つくしＪＣの活動エリアを改めて行政の方々に知

って頂くと共に、「明るい豊かな社会の実現」に向けての連携を深めるスタートに 

 致しました。 

・日時／会場／参加者１０月２８日（日）会場：九州国立博物館 

    参加者：１９５名 

 

③ ネット討論会   （担当委員会：ＬＯＭ運営推進委員会） 

・目的：各候補者の主張を理解し、太宰府市政に参画する意識を醸成する事を 

目的とする。 

・内容：太宰府市長選挙において出馬する候補者を招聘してインターネット 



 

 

上での討論会を開催し、政策本位の選択を行う意識を醸成しました。 

・日時／会場／閲覧数 １月２４日(水) 会場：ＷＥＢ上 

                                     閲覧数：３,５１７回 

（２）継２事業 「ひとづくり」事業 

① 第７回つくし寺子屋 （担当委員会：心ある人財育成委員会） 

・目的：参加した子供たちが筑紫地区の発展に寄与する意欲を高め、またそれぞれの 

 住む地域の人々に運動を広げようという気運を醸成する事を目的とする。 

・内容：筑紫地区の他、昨年悲願の世界文化遺産登録を果たした宗像地区を訪問 

 する事業の中で「礼節」「自立」「共助」「郷土愛」「感謝」の５つの心を育む教育の 

 実践を行いました。 

・日時／会場／参加者 

    事業説明会・入塾式 ７月 １日（日） 会場 太宰府天満宮 余香殿 

    事前研修会   ７月１４日（土） 会場 博多南駅前ビル 

    第１講座   ７月２７日（金） 会場 天台宗 武蔵寺、宗像大社、 

海の道むなかた館 

    第２講座   ７月２８日（土） 会場 宗像市大島内各所、 

ルートイングランティア太宰府、

太宰府天満宮余香殿 

    第３講座  ７月２９日（日） 会場 太宰府天満宮余香殿、 

太宰府市総合体育館 

参加者：１９６名 

（内訳：対象小学生・保護者４２組、ボランティアスタッフ６名、メンバー６４名） 

 

２． 対内事業の実施状況 

（１）例会事業 

① ２月度例会（第３エリア合同例会）（担当委員会：総務委員会） 

・日時／会場／参加者 

 ２月１３日（火）／会場 グランドハイアット福岡／参加者 ４８名 

② ３月度例会（担当委員会：会員拡大委員会） 

・日時／会場／参加者 

  ３月１６日（金）／会場 さざんぴあ博多／参加者 ５０名 

③ ４月度例会 (担当委員会：未来を担う人財育成委員会) 

・日時／会場／参加者 

 ４月１７日（火）／会場 大野城まどかぴあ 

参加者 メンバー ７１名 オブザーバー ３５名 合計 １０６名 

④ ５月度例会（担当委員会：郷土の魅力発信委員会） 

・日時／会場／参加者 

 ５月１８日（金）／会場 ミリカローデン那珂川／参加者 ７４名 



 

 

⑤ ６月度例会（担当委員会：会員拡大委員会） 

・日時／会場／参加者 

 ６月１８日（月）／会場 ロイヤルチェスター福岡 

参加者 メンバー ７５ 名 オブザーバー ６３名 合計 １３８名 

 

⑥ ７月度例会（担当委員会：地域連携推進委員会） 

・日時／会場／参加者 

 ７月１８日（水）／会場 春日市総合スポーツセンター 

参加者 メンバー ７９名 オブザーバー １６名 合計 ９５名 

⑦ ９月度例会（担当委員会：郷土の魅力発信委員会） 

・日時／会場／参加者 

 ９月１９日（火）／会場 太宰府市総合体育館／参加者 ８１名 

⑧ １０月度例会（担当委員会：資質向上委員会） 

・日時／会場／参加者 

参加者 メンバー ４９名 オブザーバー ６９名 合計 １１８名 

⑨ １１月度例会（担当委員会：ＬＯＭ運営推進委員会） 

・日時／会場／参加者 

 １１月１９日（月）／会場 西鉄イン福岡／参加者 ８０名 

（２）卒業事業 

① 初老の祝い（担当委員会：資質向上委員会） 

・日時／会場／参加者 

 １月２７日（土）／会場 太宰府天満宮／参加者 ５８名 

② 卒業式（担当委員会：未来を担う人財育成委員会） 

・日時／会場／参加者 

 １２月２０日（木）／会場 ホテル日航福岡 

 参加者 メンバー８７名 オブザーバー ４９名 合計１３６名 

（３）会員支援事業 

① 新入会者セミナー（担当委員会：つくしアカデミー委員会） 

・日時／会場／参加者 

  ４月２７日（金）／会場 筑紫野市商工会館３Ｆホール／参加者 ４７名 

  

３． 重要な契約に関する事業 

・特になし 

４． 役員会等に関する事項 

（１）理事会 

   ・１月度理事会   平成３０年 １月１６日 

   ・２月度理事会   平成３０年 ２月 ９日 

   ・３月度理事会   平成３０年 ３月１４日 



 

 

   ・４月度理事会   平成３０年 ４月１３日 

   ・５月度理事会   平成３０年 ５月１４日 

   ・６月度理事会   平成３０年 ６月１４日 

   ・７月度理事会   平成３０年 ７月１３日 

   ・８月度理事会   平成３０年 ８月１６日 

   ・９月度理事会   平成３０年 ９月１１日 

   ・１０月度理事会  平成３０年１０月１５日 

   ・１１月度理事会  平成３０年１１月１２日 

   ・１２月度理事会  平成３０年１２月１０日 

（２）総会 

 ・１月通常総会   平成３０年 １月２９日 

  ・８月臨時総会   平成３０年 ８月２４日 

 ・９月臨時総会   平成３０年 ９月１８日 

  ・１２月臨時総会  平成３０年１２月１０日 


