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平成24年度会長　山口　一峰

　私は宇和島商工会議所青年部第24代会
長の任を拝命いたしました山口一峰と申
します。
　職務を遂行させていただくに当たり一
言ご挨拶を申し上げます。
　本年度私が掲げさせていただいたス
ローガンは「わくわく♪」です。
　皆さん想像してください。

　自分がわくわく♪する時ってどんな時ですか？
　新しいことへ挑戦する時や、楽しいことを考えたりする時
やご自分の好きなことをする時、「わくわく♪」すると思いま
す。
　１人１人が持つ「わくわく♪」感を持ち寄って１人が２人に、
２人が４人にと言う風にわくわく♪感が広がっていったらど
ういう風になると思いますか？
　それはもう物凄いことが起こると思いませんか？

　例えば、そう遠くない未来に、この宇和島がわくわく♪す
る街になる！など。
　私たち宇和島商工会議所青年部は商工活動を通じ地域の経
済的発展の一翼を担う人材の集まりです。
　メンバーの１人１人がわくわく♪すること即ち、自企業の
わくわく♪するような経済的発展は地域経済のわくわく♪す
るような活性化につながるのではないかと考えます。
　また、わくわく♪するようなＹＥＧ事業の企画運営は、地
域社会におけるわくわく♪感の発信源になれると考えます。
　本年度は「わくわく♪」を宇和島に魁（さきがけ）、どない
かしようと、企画広報していきたいと思います。
　また、和霊大祭、うわじま牛鬼まつりにおいても皆さんと
共にわくわく♪出来るようにしっかりと参画していきたいと
思います。
　皆様に、ご指導ご鞭撻を頂きますと共に一緒にわくわく♪
しましょう！
　よろしくお願い申し上げます。
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各 委 員 長 挨 拶
◇魁！交遊委員会 委員長　溝渕　幸男

　今年度から名称を、会員交流委員会か
ら魁！交遊委員会と変更しました。
　「魁」とは、全体の先頭に立ち敵陣に
攻めこむ事、他より先んじて物事の起こ
ること、そういう意味です。委員会事業
内容は、昨年度までの会員交流委員会と
変わりませんが、潜伏者一同色々と知恵

をしぼりながら、「わくわく♪」したいと思います。
　「新入会員歓迎会」に始まり「家族会」「新年会」そして「会員
褒賞式・卒業式」とその他色々と行う想いです。
　また、家族会では海のキレイな柏島でイカ釣りやシュノーケリ
ングといった、親そして子供達が思い出に残るような楽しい会に
したいと思います。多数のご参加をお待ちしております。
　会員の皆様には、色々とご迷惑お掛けするとは思いますが、ご
協力の程よろしくお願いいたします。

◇企画広報委員会 委員長　中村　啓人

　今年度の企画広報委員会では、昨年度
同様に青風発行、ホームページ及びブロ
グの更新を充実させていくと共に、新し
いツール（Facebook）でのＹＥＧ活動
報告並びに外部への発信をしていきま
す。
　そして、今年度は会員拡大にも重点を

置き、他団体や商工会議所やＹＥＧに所属していない事業所や事
業主の方々との垣根をなくし、宇和島全体を盛り上げていくため
に、会員拡大スポーツ大会と位置付け、ＹＥＧメンバーを通じて
活動の楽しさ素晴らしさを知っていただき会員の拡大に繋げてい
きます。
　また、昨年度に引き続き、東日本大震災の継続的な支援活動と
して、段ボールやアルミ缶のリサイクル及び募金箱の設置等で、
年間10万円を目標にボランティア活動を行います。
　最後になりますが、本当に分からない事だらけの委員長でご迷
惑をお掛けすることが多々あると思いますが、一所懸命「わくわ
く♪」頑張りますので１年間なにとぞよろしくお願いいたします。

◇どないかせんで委員会 委員長　中川　秀樹

　皆さん、宇和島を元気にするためには
青年部として、商売をしている人間とし
て何をすればよいのでしょうか？「私た
ちが住んでいる宇和島をどうにかした
い！」「どないかせんでいいのか？」と
いう思いを込めまして「どないかせんで
委員会」という委員会名にさせていただ
きました。

　平成22年度のきぼう委員会から、大学誘致の調査・研究を行い、
平成23年度には大学誘致特別委員会として引き継ぎました。主に
大学誘致のための地域の環境づくりとして、愛媛大学の山内教授
が掲げておられる「宇和海水産構想」の推進、そして高速道路延
伸に伴う観光事業「えひめ南予いやし博2012」の自主企画イベン
トの準備を行って参りました。この二つの事業は継続して、当委
員会で行って参ります。大学誘致のための環境づくり、土台作り
とし「宇和海を元気にする大作戦」を皆さんと一緒に良いプロセ
スを経験しながら成功させていきましょう。
　そして、今年度で第8回目を迎えます「宇和島ＹＥＧ杯中学校
軟式野球大会」の運営も担当いたします。昨年度は、被災地より
福島第三中学校をお招きすることができ、素晴らしい経験もさせ
ていただきました。今年度は丸山球場のスタンドにたくさんの観
客を呼べるにはどうすれば良いのか？という目標を掲げ、マスコ
ミ各社、中学校などへの周知に力をいれていきたいと思います。
野球がよく解らない方でも十分に参加できる事業です。ご協力の
程よろしくお願いいたします。
　それから、皆さんで視察研修に行きませんか？皆さんと一緒に
勉強に行きたいと思っています。人が集まる街、歴史と観光を繋
げる未来の宇和島の構想が見えてくる、そういった視察研修を企
画いたします。この視察研修の募集につきましては、５月の委員
会アワーでＰＲさせていただきますのでよろしくお願いいたしま
す。
　最後に、すべての事業に皆さんが「わくわく♪」できるように、
我が街、宇和島をどないかしていきましょう。

◇総務室 室長　森川　晴喜

　本年度、総務室は名称の通り委員会で
はなく、総務室としてコンパクトに総
会・例会・役員会等の資料作成及び運営
を行います。それと、今年度は年末もち
つき大会を担当いたします。メンバー家
族も含め、大勢の方々に参加いただける
よう努力いたします。

　各委員会の事業が円滑に実施され、メンバー全員が発揮する「わ
くわく♪」のお手伝いが出来るよう一所懸命で頑張ります。よろ
しくお願いいたします。

◇まつり特別委員会 まつり頭　中村　匡史

　まつり特別委員会では、例年通り、う
わじま牛鬼まつり走り込み部会の運営
を軸に活動を行う予定です。松明隊・警
備隊の2隊を組織した上で、より多くの
メンバーが「わくわく♪」と様々な形
で携わる事のできる運営方法を検索し
ていければと思っています。今年度は、
オール・カマー・フェスタがまつり本体

の特別事業部会下に加わる事となりました。ＹＥＧとして一歩踏
み込んだ関わりをもって行くべきではないかという思いもあり、
参加に向けて計画しております。
　より多くの方が『和霊様』を感じてもらえる祭りにしたい！
　脈々と先輩達より、受け継がれてきた宇和島ＹＥＧの祭り魂を
絶やす事の無いよう誠一杯努力します。ご指導ご協力の程、宜し
くお願いいたします。

会　長　山口一峰
　　　　　　（県連理事）

理　事：沖　秀和（直前会長）・中村匡史（まつり頭）
監　事：坂本秀男・芳谷圭一（県連監事）

理事・委員長　溝渕幸男
副委員長　中川立治
副委員長　横井康人

魁！交遊委員会 企画広報委員会 どないかせんで委員会 総務室

小原　大治
川添雄次郎
芝　　祥平
田中　公宏
田中　秀樹
豊田　敬史
則松　　健
兵頭　正紘
松浦　　忍
松岡　浩二
（芳谷　圭一）
（沖　　秀和）

理事・委員長　中村啓人
副委員長　岡野太春
副委員長　井上和也
泉　　富樹
石丸　敏光
板崎　聖治
岩崎　哲也
杉本　　聡
辻　　　光
藤野　紀行
松本　和郎
若林　昭範
渡辺　大助

理事・委員長　中川秀樹
副委員長　中川誠一
副委員長　井上恭雅
有請　　崇
稲田　　任
大下　寛子
門田　誠治
酒井　誠二
坂本雄一朗
櫻井　一博
信田アンナ･リザ
高田　賢治
髙田　誠二
谷田　真紀
森岡　敏樹
米本　政信
（坂本　秀男）

理事・室長　森川晴喜
副　室　長　古谷公志
副　室　長　西本陽平
亀田　尚人
川口　　浩
武田　裕司
向田洋一郎
（中村　匡史）

（交代会員）
中村　健一　（魁）
辻　　正史　（企）
河野　武洋　（ど）
水野　琴美　（総）
（新入会員）
豊田　克也　（魁）
林　　寿彦　（〃）
三宅　由剛　（〃）
安藤　雅人　（企）
三瀬　重幸　（〃）
酒井　憲治　（総）
酒井　久和　（〃）
山田　健洋　（〃）

副会長（筆頭）　宮本　光 副会長　井伊勇二 副会長　豊島竜二

【事務局】﨑須賀爵行

委員長

委員長 委員長

室長

頭
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新入・交代会員紹介

﨑須賀爵行
（宇和島商工会議所）

Ａ１　現在、ＹＥＧ、労働保険、簿記検定の担当です。
Ａ２　読書、お酒
Ａ３　hard come, hard go
Ａ４�　今年度より事務局を担当させていただく事になりました﨑須賀爵行です。社会人として、初めての仕事
が青年部ということで期待と不安でいっぱいです。

　　 　青年部の活動のお手伝いをするとともに様々なことに挑戦していき、また、その活動を通してみなさま
と一緒に宇和島の発展に貢献していきたいです。

　　 　ご迷惑をおかけすることが多々あると思いますが、一日でも早くみなさまのお役に立てるよう、一所懸
命頑張りますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

中村　健一
（㈲トヨハウス エイブルネットワーク宇和島店）

三瀬　重幸
（㈲宇和島コピーセンター）

豊田　克也
（㈱愛鮮水産 宇和島営業所）

酒井　憲治
（緑化工房 あうとてり家 さかい）

辻　　正史
（CLUB GOLDS）

山田　健洋
（たけまる）

酒井　久和
（㈲酒井設計）

三宅　由剛
（医療法人 沖縄徳洲会 宇和島徳洲会病院）

林　　寿彦
（医療法人 沖縄徳洲会 宇和島徳洲会病院）

河野　武洋
（㈲アクアプラス）

水野　琴美
（㈱フジトラベルサービストムズ宇和島営業所）

安藤　雅人
（㈲アポトライ）

Ａ１　不動産仲介・管理
Ａ２　マラソン
Ａ３ 　コツコツやることが後でとんでもない
ことになる。

Ａ４ 　フレッシュさのない新入会員ですが今
後ともよろしくお願いいたします。

Ａ１　コピー全般、Ｔシャツプリント
Ａ２　ツーリング
Ａ３　喜びは創りだすもの
Ａ４　頑張ります！！

Ａ１ 　宇和海産養殖本まぐろ「だてまぐろ」
の卸売や小売をしています。

Ａ２ 　スキューバダイビング、マラソン（遅
いですけど…）、マンガ

Ａ３　一期一会
Ａ４ 　たくさんの人と知り合い、縁を広げた
いと思います。たくさんイベントに参加
し、楽しみたいです。

Ａ１ 　住宅等の外廻りで建物を彩るエクステ
リア外構工事業を営んでおります。緑・
水・光等の仕掛けで潤いある癒しの空間
造りに寄与します。ご提案営業からカ
ラーパース図面作製でわかりやすく見積
提案そして現場造りの管理まで行ってお
ります。

Ａ２ 　長男のソフトボールスポーツ少年団鶴
島Jr.の応援です。（笑）

Ａ３　前へ
Ａ４�　任期１年と短いですが、皆さんと精一
杯楽しみたいです。

Ａ１　飲食業＋サービス業
Ａ２　スポーツ
Ａ３　一期一会
Ａ４�　宇和島が活性化する様にがんばりま
す。

Ａ１　飲食営業
Ａ２　食べ歩き
Ａ３　一日一善
Ａ４�　できる事をがんばっていきたいと思い
ます。

Ａ１　建物の設計・監理・調査をしています。
Ａ２　旅行（行きたい）
Ａ３　精一杯の70点
Ａ４�　何ができるのか分かりませんが、一所
懸命やりたいと思います。

Ａ１　診療放射線技師として放射線検査業務
Ａ２　飲酒関係
Ａ３　今はありません。
Ａ４ 　自ら体感し、いい事を積極的にしてい
きたい。

Ａ１　病院勤務。地域連携室所属看護師です。
Ａ２　家庭サービス、アウトドア
Ａ３　情熱
Ａ４ 　地域に貢献できる様に何事にも参加さ
せて頂きます。

Ａ１　水産医薬品販売
Ａ２　ゴルフ
Ａ３　見る夢は覚める。追う夢は叶う。
Ａ４　自分に出来る事を精一杯頑張ります！

Ａ１　旅行会社で営業しています。
Ａ２　カメラ
Ａ３　桜梅桃李
Ａ４　がんばります。

Ａ１　保険薬局の薬剤師
Ａ２　ゴルフ、マラソン、ビリヤード
Ａ３　確乎不動
Ａ４ 　地域の活性化と自らの成長を目指し、
皆様との繋がりを築いていきたいと思い

ます。

Ｑ１　仕事の内容についてお聞かせください。
Ｑ２　趣味を教えてください。
Ｑ３　座右の銘を教えてください。
Ｑ４�　最後にＹＥＧの入会しての意気込みを一言お願いします。

質問事項
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になるのも納得できる気がしました。アットいう間に料理、お酒が無
くなっていきました。
　会も無事終了し後は、後片づけです。チームワーク良く片づけを済
ませ、その後青年会議所さんとの「権太鮨」での打ち上げにも参加し
てきました。
　話とお酒も進み、見た事もないオチョコも登場し「ベロベロの神さ
まが、やって来た」みんな本当にベロベロに酔った非常に濃い一日で
した。
　今回の学生相撲の中から、未来の横綱が出て来る事を夢みつつ、深
い眠りにつきました。
　準備から打ち上げまで担当された宮本副会長、本当にお疲れ様でし
た。又、お手伝い頂いた
メンバーのみなさんも、
お疲れ様でした。　
（どないかせんで委員会

坂本　秀男）

　４月の終わりの小雨の降る中、総務室委員会事業と致しまして恒例
お正月前の餅つき会に際し、もち米稲の田植えに参りました。 
　総務室メンバーを筆頭にその他委員会メンバ－とそのご家族約20数
名にて結集致しました。 

田植え

新緑会

　４月の終わりの小雨の降る中、総務室委員会事業と致しまして恒例

4/30㈪

5/6㈰

　平成23年度最後のたまらん会が開催されました。 
　当日は快晴と絶好のコンディションの中、総勢24名の「わくわく」
な男たちが優勝の名誉とブルーレイをかけ熱い戦いが繰り広げられま
した。
　順位の方はといういますと、優勝　稲葉雄二ＯＢ 、準優勝　向田
洋一郎、第三位　宮本光。なんと僕は22位。青風の記事を書くはめに。
　なにはともあれ、ゴルフ、打ち上げと楽しい一日を過ごす事が出来

　平成24年４月21日㈯、宇和島ＹＥＧの通常総会及び新入会員歓迎会
が盛大に開催されました。 
　石橋宇和島市長を含め12名もの来賓の方をお迎えし、若干緊張の中、
総会がスタートしました。今年度、青年部会長の山口一峰君から「メ
ンバー全員がわくわく♪し、地元宇和島にわくわく♪を発信できるよ
うな集まりであろう」という気合いのこもった挨拶があり、続いて宇
和島商工会議所会頭廣瀨了様、宇和島市長石橋寛久様から激励の言葉
をいただき、新生「わくわく♪山口丸」が出航しました。 
　その後の、総会議事などもスムーズに進み、最後の監事総評では坂

　個人的には約30年ぶりの田植えです。初めて植える子供達は緊張の
面持ちで素足のまま、ぬかるむ田んぼへ足を踏み入れました。 
　泣き叫ぶ子・悲鳴をあげる子様々ですが、植え込む頃には夢中で植
え糸に向かっておりました。 
　大人の人達は腰痛持ちの方々には厳しい作業です。
　それでも子供の手前がんばりました。 
　約１時間にて使用分の田植えも終わり、後は子供達が一番楽しみに
していた焼肉バ－ベキュ－の始まりです。先に子供達がおいしい焼き
肉をほおばり奥様方へそして、YEGメンバ－が食べる頃には皆ヘベ
レケの状態…。　 
　とにもかくにも楽しい
１日でした。刈入れは８
月下旬を予定しておりま
す。 
　たくさんの方々のご参
加お待ちしております。
（総務室　酒井 憲治）

ました。 
　次回は優勝目指します。まずは練習する事ですね。
　最後に松岡浩二君、３年間たまらん会会長お疲れ様でした。 
　そして新会長の宮本
光君、会長就任おめでと
うございます。楽しいた
まらん会にしてくださ
い。おわり
（企画広報委員会

若林　昭範）

本、芳谷両監事に笑わせていただき、総会の方は無事終了しました。 
　そのまま、来賓の方を含め全員で集合写真を撮り、新入会員歓迎会
に続きました。 
　今年は９名もの新入会員を迎え、魁！交遊委員会の趣向を凝らした
会で、笑い笑い一気あり、旨い料理に旨い酒で楽しい歓迎会は終了し
ました。 
　今年は総勢69名の青年部メンバー、新事務
局の﨑須賀さんで「わくわく♪山口丸」のオー
ルをわくわく♪漕いで行きましょう。 

（企画広報委員長　中村　啓人）

高田　賢治君

４月４日生まれ

3316グラム

男の子

お　慶　び
お誕生おめでとう

　先日の4月28日㈯に「第29回全日本大学選抜相撲宇和島大会」の前
夜祭が宇和島市役所大ホールにて行われ、それの手伝いに行って参り
ました。
　宇和島青年会議所と我々ＹＥＧが協力して、15時よりテーブルの設
置、イスの配置を行いクロスを掛けて料理の到着を待ちます。（待て
ずに、行方不明になった？人もいたとか、いなかったとか？）
　届いた料理を見てビックリ（*^_^*）「鯛そうめん」に ｢鯛飯｣ そ
の他イロイロ、豪勢に盛りつけられた料理の数々、思わず腹が鳴り、
つまみ食いしたくなりました。
　市食生活改善推進連絡協議会の会員さんが、愛情を込めて料理した
約300人分の郷土料理だそうです。
　6時30分より前夜祭がスタート、力強い牛鬼太鼓が鳴り響き続いて
商工会議所廣瀨会頭の挨拶、そして学生達の待ちに待った「お食事タ
イム」に入りました。
学生さん達のおいしそうに豪快に食べる姿に、あのような立派な体格

たまらん会
　平成23年度最後のたまらん会が開催されました。 

4/29㈰

　平成24年４月21日㈯、宇和島ＹＥＧの通常総会及び新入会員歓迎会

通常総会・新入会員歓迎会
　平成24年４月21日㈯、宇和島ＹＥＧの通常総会及び新入会員歓迎会　平成24年４月21日㈯、宇和島ＹＥＧの通常総会及び新入会員歓迎会

4/21㈯

　先日の4月28日㈯に「第29回全日本大学選抜相撲宇和島大会」の前

大学相撲前夜祭
　先日の4月28日㈯に「第29回全日本大学選抜相撲宇和島大会」の前　先日の4月28日㈯に「第29回全日本大学選抜相撲宇和島大会」の前

4/28㈯

晴
はる

樹
き

くん

　宇和島ＹＥＧ魁！交遊委員会溝渕委員長（男塾：
田沢「九×九＝八十八」）がはじめて行いました、
新緑会は、５月６日なかつ庵にて行なわれました。
　同委員会中川副委員長（ロンドン）の自宅兼お店の
綺麗な芝生の庭でのＢＢＱは、サイコーでした。
　また、数名のＯＢの先輩方、メンバーの家族の方
にも、お越しいただき盛大な会でした。

（魁！交遊委員会　則松　　健）

魁！交遊委員会　芳谷圭一さんの実母（幸さん）
４月17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

観桜会3/31㈯

　３月31日にＯＢクラブ主催観桜会が開催されました。かどや弁天町
店では準備されたさくらの枝花を愛でつつ、卒業生３名を含む12名で
出席しＯＢの皆さんと親好を温めました。

　島原当年度代表幹事ともお酒を酌み交わさせて頂
き、次年度のＹＥＧ体制を紹介させて頂きました。

（総務室長　森川　晴喜）


