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卒業によせて……
「卒業によせて」

土居　利広
　平成８年に青年部に入会して16年、半分以
上は幽霊会員の私でしたがなんとか卒業の年
を迎えることとなりました。
　思い返せばＮ畑ＯＢの半ば強引なお誘いを
断りきれずの入会でした。

　なんとか最後の年まできたのはマリンクラブのおかげではないで
しょうか。海で遊ぶことが好きな私には最高の居場所でした。
　それからやっぱり無くては成らないアルコールのおかげではなかっ
たかと思います。いろいろ楽しい思い出がたくさん出来て本当に良
かったと思っております。
　最後になりますが、大変貴重な経験をさせ
て頂いたと思います。ありがとう御座いまし
た。
　青年部最高‼

「卒業によせて」
稲葉　雄二

　楽しい思い出、辛い思い出、
　14年間に亘るＹＥＧを卒業するにあたって
色々な想いが交錯します。
　今振り返ると様々なことを教わり学ばせて
もらいました。
　やれた事、やれなかった事、やらなかった事、
やればよかった事。

数え上げればキリがないのですが、ついつい過去に欲をかいてしまい
ます。
　ただ、内容、結果がどうであれ、いつも多くのメンバーと密な時間
を過ごさせてもらったことに感謝しています。
　入会当時を思い起こすと、やはり良き先輩に恵まれたことを幸いと
思います。
　会の活動だけでなく、自社の事業や私的な悩み等々、親身になって
いただいたこと、目を掛けてもらったり、声をかけてもらったり、本

「卒業によせて」
一ノ宮孝史

　月日の流れるのは、早いもので入会時、独

身だったのが、結婚し、父親になり、髪にも

白いものがちらほら……

　青年部活動を通じて沢山の人と知り合え今

でも、ＯＢの方々とも楽しく酒を酌み交わす

事が出来るのは大変有意義なことです。感謝‼

　沢山の思い出と共に、いろいろな方に迷惑を掛けてきた事と思いま

す。

　長かったような、短

かったような、青年部

活動でしたが、ありが

とうございました。

「みなさんありがとう。感謝。」
菊地　清久

　沖会長そして23年度役員の皆様、今年１年
お疲れ様でした。
　そしてYEGメンバーのみんな、いろいろあ
りがとう、お世話になりました。
　平成11年度に入会してから、長かったよう
であっという間の13年間でした。

　入会の時は独立開業して1年、同級生の土居 利広君に半ば強制的
に「青年部はいれや」の一言だったと記憶しています。
　もともと勤め人で実家もお百姓の僕は「商工会議所」が何やら「青
年部」が何やら、さっぱりわからず「何でもええけん、トツ（土居君）
に恥をかかさんようだけしょ」と入会申し込みをし、初めての例会に
参加しました。
　「なんじゃ、こりゃー」しまった、なんて場違いなところにはいっ
てしまったんだ。
　最初の総会の素直な感想です。
　「まぁ、そのうち慣れるやろ。飲み会もあるみたいやし。」もともと
能天気な僕はこうして委員会や事業になるべく参加するようになりま
した。

　あれから13年多くの先輩に色んな事を教わり、事業の度にたくさん
の人と出会い、地域、国の事を真剣に考えるようになりました。なに
よりたくさんの仲間と出会えた事、一緒に活動出来た事、熱く語りあ
えた事、たくさん酒も飲みました。ＹＥＧ最高です。
　ほんとうにありがとう。
　今年度、卒業を迎えふりかえってみると、いつもみんなに可愛がっ
てもらって幸せなＹＥＧ人だったと思います。何も思い残すことなく
卒業させていただきます。来年からは大人としてもう一段ステップ
UPしてますます頑張ります。
　これからもヨロシク。
　最後にメンバーのみんなへ‼
　焦らず、少しずつ頑張ろう。あきらめず仲間を大切に自分や家族を
信じて。
　酒も飲み過ぎられんよ。いつまでも素晴らしい宇和島ＹＥＧであり
続けてね。そして、素晴らしい「成果」をあげてください。宇和島Ｙ
ＥＧのメンバーでいられた事、誇りに思って
ます。みんなは僕の一生の宝です。
　長い間お世話になりました。楽しかった。
ほんとうにありがとう。感謝。感謝。感謝‼

当にお世話になりました。
　大きな思い出としましては、　平成13年度の
事業を持ち出させてもらいます。
　初の四国ブロック大会へ向けての会員増強
により会員総数96名、初めて委員長をさせて
いただいた会員交流委員会だけでも26名の大
所帯！毎週、毎夜？繰り広げた会議、電子メー

ルもない！電話連絡！レジュメは手書き！イメージは絵コンテ！と、
アナログでしたが、目を見て、生の声を聴いて、体を張って総員で盛
会に収めたこと、その後そのままの勢いで年度を終えたこと、云々、
この枠では伝えきることはできないのですが、その後も様々な事業に
係わらせてもらい、本当に楽しませていただいたことに感謝します。
　今年度、良き後輩の皆さんに見送られて卒
業できることを、誉に想い　宇和島ＹＥＧを
あとにしたいと思います。長きに亘りありが
とうございました。
　最後に現役会員の皆さんに私の好きな言葉
を一言！よく学び、よく遊び、よく働け！
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「卒業によせて」
井上　寿子

　ＹＥＧの10年………
　私にとってのＹＥＧの10年は、とっても勉
強になりとっても楽しい思いで深い10年でし
た。
　何もわからないまま入会したばかりの時は、

例会も委員会もあまり出席せず３年間は幽霊会員でした。
　４年目になり、ある委員長が、お店に飲みに来て「副委員長になっ
てくれる人を探しよるんよ」と言いながら飲んでいました。でも私に
は、関係ないことだと思っていました。お酒もほどほどに入った時に
「副委員長やってくれん」と言われ、お酒も入っていたせいか、「うん、
いいよ」と勢いで言ってしまいました。次の日になって、大変な事を
受けてしまったと思っていました。でも、自分で言ってしまった事な
のでやるしかないと心に決めました。それからが始まりで、次の年委
員長になってしまいました。役員は、男ばかりの中「女の私が、どこ
までやれるか、頑張るしかないと思いました。」いろいろ言われたけど、
委員会のメンバーにも恵まれ、最後までやりと
げられました。この時、委員長やってとても楽
しかった。
 　それからは、あっと言う間の５年間でした。
もう、卒業します。楽しかった事つらかった事
いろいろ思い出はあります。でもたくさんの人
と出会って良かった。
　みなさんありがとうございました。

「卒業によせて」
浦田　哲也

　皆さんこんにちは、哲です。

　早いもので私が卒業だそうです。単位が足

らないとか、出席日数が足らないと言われ、

卒業させないと言われましたが、安心しまし

た。こんな私が入会したのは、平成15年９月の観月会がデビューでし

た。その時、誰と話したのか、何をしたのかは一切記憶がありません、

しかし、年数を重ねて行くと図太くなるもので、今では笑っていられ

る自分がいます。

　今年度は、初めてカマーに出店し、仲間と一緒に（息子も）売った

ポップコーンや、ところてんなど、私はずっと飲んでましたが、とて

も楽しかったです。では、さようなら。

　ＰＳ．こことこ一丁

「卒業によせて」
佐々木真作

　卒業するんですね、早いものです。

　こんなときに、何かしら気のきいたことを、

自分の身の丈以上に含蓄のあることを書こう

とするのが私の悪い癖です。

　でも、諸先輩方々のようにはいきません。

　ただ愛着のあるＹＥＧにも少しいたい気持ちです。

　でも、それは無理なことだから、今後のＹＥＧの面々の活躍ぶりを

陰ながら期待していようと思います。

　幾つかの委員会に所属しました。音楽のイベントで、演奏させても

らいました。

　多くの例会での委員会アワーで勉強させてもらいました。

　この年齢になっても一度、楽しい学校に通わせてもらったような気

がしてます。

　働きの悪かった卒業生でありますが、感謝の念にたえません。

　また会いましょう！

「うわじま活性化の源」
伊藤　康雄

　「うわじまの為に何かできた？」自分に問い

かけてみた。

　ＹＥＧのメンバーとして微力ながら自分な

りに参加し、活動した事、うわじまの活性化

につながってると思う。小さな力も数集まれば大きくなる！信じて活

動してきた。

　この４年間すごく短い時間だったように思う。「踊る阿呆に見る阿

呆、同じ阿呆なら踊らな損損！」ＹＥＧメンバーはいつも踊っている。

これからも踊り続けるだろう。

　僕達、経済人は、仕事・家族・そして時間を創りＹＥＧ活動に専念

している。

　みんな、うわじまが好きだから。気の合う友がいるから。

　そして好い人間関係を創り仕事につながる。とてもいい相乗効果だ

と思う。

　これからもＹＥＧＯＢとして、うわじま盛り上げていきたい。

　楽しい時間ほんとにあ

りがとう！
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　2月16日朝７：00～大寒波接近の中、沖会長を始め11名で宇和島か
ら出発しました。

　片道バスで10時間以上という過
去に例のない道のりでしたが、沖
会長の準備がよく車内はちょっと
した居酒屋状態で全く苦にならな
かったです。
　17：00に氷見のマイアミホテル
に到着しホテル内で夕食をして卒
業生3名に現役からコンパニオン
をお供えしました。
　特に菊地相談役が即神仏のよう
に喜んでました。
　次の2/17は富山に26年ぶりの
大雪の中「射水市」に移動し蟹を
食べる分科会に出席しました。
　早々に稲葉相談役、井上監事の
無茶ぶりが発動し「降り積もった
雪にお前の人形が見たい」との事

ＹＥＧ新年会１/７㈯

ＹＥＧ ＯＢ新年会１/１4㈯

越中富山大会２/１７㈮
　～１9㈰

レッツゴー宇和海 みんなで体験！おさかなレボリューション２/１２㈰

　去る１月７日ＹＥＧ新年会におきまして大変失礼な映像をお見せし
たことを会員交流委員会一同よりお詫び申し上げます。 
　さて皆さん新年会おつかれさまでした。多数の参加とほづみ亭さん
の青年部に対する協力的な体制により楽しい宴とローションが出来た
のだと実感しております。ご来賓いただきましたＪＣ土居理事長より
すばらしい楽しかった とのお声も頂きました。（笑）
　出来れば市長はじめ会頭多数の来賓の方々も国技であります相撲に

　去る、1月14日㈯弁天町かどやに於いて、ＹＥＧＯＢ新年会が
ありました。沖会長は流行のインフルエンザのため現役メンバー
９名で参加してきました。　大内幹事の挨拶で始まり、現役メン
バーからは芳谷直前会長が挨拶をしました。昨年卒業された先輩

たまらん会１/２9㈰
　１月29日、内子の愛媛ゴルフ倶楽部にてたまらん会が開催されました。
晴天にも恵まれ、青年部ＯＢも交えて楽しくゴルフをやってきました。
　毎回のことですが珍プレーあり、好プレーあり年齢上も下も関係なく
青年部メンバーが親睦を深めることができました。
　優勝は今年卒業となる稲葉くんで２位は則松くんでした。
　私はブービーで記事担当に…
　これでたまらん会の記事書くの、何回目やろう。トホホ。

　ＹＥＧみなさんは、もう知ってますよね！来年度事業でもあります
えひめ南予いやし博2012（高速道路開通イベント）
平成24年４月22日㈰～11月４日㈰６回開催
　宇和島の真鯛、はまち養殖場、出荷場、活魚車の見学、真鯛を使っ
た昼食を親子体験プログラムとして実施します。
　その模擬ツアーをYEGメンバー、報道関係者、きさいや広場支配人、
交え行いました。
　２月12日㈰徳弘水産、有明コースにて、２月にしては穏やか快晴の
もと、メンバー朝８時きさいや広場集合、９時ツアー参加メンバー、
関係者、計20名で２隻の船でスタートしました、ガイド・引率役に中
川秀樹、松浦忍、山口一峰、伊藤康雄の４名で試行錯誤しながら片道
30分往復約１時間のガイド・引率を行いました。（疲れた！）養殖場

　次回は記事を書かないように、いやいや優勝目指してがんばります。
（地域事業委員長　松浦　　忍）

参加していただければと…。 
　まぁなにはともあれ優勝しました
山口次年度会長おめでとうございま
す。八百長なしのガチンコ勝負さす
がです。（笑） 来年の新年会はほづ
み亭さんで花火大会したいですね
（笑）さちおさんたのみますよ。（笑）
　最後になりましたが 本当に今年
一年ありがとうございました。
　まるちゃんごめんね～。（笑） （会員交流委員長　井伊　勇二）

達も出席していて懐かしい雰囲気
にお酒も進み、美味しい料理とア
ルコールと楽しい話に興じまし
た。現役メンバーこれからも頑張
りますので、ご協力お願いしまー
す。 （広報委員会　森岡　敏樹）

での徳弘水産社長のご説明は流石の一言でした。実際に子供達に真鯛
つりをして、その場で〆て神経を抜き出荷する形にしていただきまし
た。日ごろ経験することのない事ばかりで新鮮でした。
　昼食は有明にて宇和島郷土料理でもあります、鯛めしを頂きました。
約４時間のツアー内容でしたが、まだまだいろいろ改善して行き、よ
り良いツアーにする使命感に駆られました。
　ご参加いただいたメンバーの皆
様、本当にお疲れ様でした。
　日本一の養殖真鯛、宇和島のすば
らしい自然をもっともっとＰＲして
いきましょう！
　ＰＳ、九島の橋の長さは480メー
トルです。ね！中川委員長！
（地域事業委員会　伊藤　康雄）

…卒業生３名の目が少年のように輝き退路を絶たれた私は泣く泣く実
行しました…さぞ卒業生の方々は紅ずわいガニが一層美味しい物に
なったでしょう。
　18：30～大懇親会、２次会、３次会に出席しその日は終了。
　2月18日は８：45～式典に出席し尾山大会長のマジ元気玉を見て、
講演会では櫻井よしこ氏の赤い国との上手な付き合いかたを教えても
らいました。
　記念事業ではサンプラザ中野くんのライブを見てそのまま卒業式に
入るかと思えば終了のアナウンス。
　お偉いさんをおしのけ前列に陣どり宇和島の卒業生をカメラに納め
ようとした私は大変不満でした。
　元気玉作りにどうも時間がかかったようです。
　ぼくにカメハメ波が使えたら間違いなくステージを吹き飛ばしてた
でしょう。
　そして帰路につき宇和島に2月19
日朝４：00到着し則松部会長の最後
の仕事を終了しました。
　思えば則松部会長の４年間はずっ
と鉛筆のように中には芯を持ち周り
には木を使っていた事でしょう。
　則松団長、長い間お疲れ様でした。

（広報委員会　石丸　敏光）

川口　浩君
（HEDGE HOG)
２月21日生まれ
川口　朱

しゅ

璃
り

ちゃん

お慶び
お誕生おめでとう

地域事業委員会　坂本秀男
さんの実母（春美さん）
12月15日御逝去
御冥福をお祈りいたします。

ご冥福をお祈りします


