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最優秀監督賞
宇和島市立城東中学校　山口　功一 監督

【優勝の勝因は？】
とにかく選手が良くやってくれた。
今日はミスも多かったが、それを取り返すだけの仕事をし
てくれたので、こういったすばらしい結果につながった。

最優秀選手賞
　宇和島市立城東中学校　森岡洸士郎選手

【最優秀選手に選ばれた感想は？】
率直にとても嬉しいです。
【今後の目標は？】
県の新人戦で優勝して、全国大会に出場することです。

優勝

 神辺レッズ（福山市）、西条西中学校（西条市）、菊間中学校（今治市）、
三津浜中学校（松山市）、内宮中学校（松山市）、港南中学校（伊予市）、
大洲東中学校（大洲市）、宇和中学校（西予市）城南中学校、
城東中学校、宇和海中学校、吉田中学校 全12チーム

　８月頃に委員長に担当を依頼されまして、軽い気持ちで請け負いました。
過去に７回も開催されていますし、それほど大変な事だとは思ってもいませ
んでした。終わってしまえば良い思いでですが、書類を出す度、協力を申し
出る度にダメ出しの連続でした。最終的には役員会の認可も時間が無く審議
できずに、担当の役員に一任というような状態でしたし、 委員会内でも、協
力者もいない状態で完全に孤立してしまいました。自分が出した企画でも無
いのに、どうしてこんな辛い思いをしなくてはならないのか？自問自答の毎
日でした。準備を進めるにあたり、県内外からの参加の中学校からの感謝の
連絡や、大会にかける意気込みに触れる事で自分の大会の運営における責任
感、やり甲斐を見出す事が出来ました。天候が心配でしたが、案の定、雨予
報でした。土壇場でまた、全ての予定を急遽変更し準備していた書類も段取
りも差し変えました。前日は徹夜でした、心配で寝れなかった事もあります。 

YEG杯の当日に皆様に迷惑のかからないように、最善の準備をしてきました。 
この２ヶ月、誰よりもYEG杯の事を考えてきました。当日は、沢山の皆様の
協力が得られましたので、有難うございました。最高の舞台で最高の試合内
容でした。純粋な野球にかける思いが伝わってくるような素晴らしい試合で
した。
　今後のYEG杯ですが、個人的には地域に根付きつつある、この素晴らしい
大会を継続し、将来的には 南予・中予・東予大会、各支部のYEGが大会を
運営し、愛媛県統一又は全国大会にまで広がる大会になれば、より素晴らし
いと思います。 
　最後になりましたが、至らない私に、ご指導いただきましたＹＥＧの皆様、
協賛者の皆様、事務局に心より感謝申し上げます。 

（どないかせんで委員会　高田　賢治）

第８回宇和島YEG杯中学校軟式野球大会 10月27日㈯
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深田　勇樹
（深田水産）

滝川　真二
（滝川水産）

榎本晋太郎
（四国旅行㈱）

中尾　龍平
（創作ダイニング　三ちゃん）

藤田　太陽
（珈琲亭ＴＡＯ）

松本　尚也
（松本水産）

山本　真紀
（㈲トヨハウス）

藤掛　路幸
（㈱サプライズワン）

Ａ１　魚類養殖（ハマチ）

Ａ２　音楽

Ａ３ 　やらずに後悔するならやって後悔し
よう。

Ａ４ 　マイペースですがよろしくお願いし
ます。

Ａ１ 　旅行会社で働いております。団体の旅
行手配から、個人のホテル・ＡＩＲ・バス・
ＪＲ等のお手配まで取り扱っています。

Ａ２　テニス・音楽・映画鑑賞です。

Ａ３ 　思いは現実になる。

Ａ４ 　多種多様なジャンルの方とのコミュニ
ケーションなど繋がりを大事にしたいと
思います！よろしくお願いします！

Ａ１ 　創作割烹と介護用弁当と低カロリー弁
当屋です。

Ａ２ 　ダーツ、祭り、人間観察、作ること食
べること。

Ａ３ 　座右の銘と言うよりは、好きな言葉で、
美味口福 

Ａ４ 　YEGに、入って、今までに、出会わ
なかった人、職種、の人達との出会で自
分自身を、磨きたいです。

Ａ１ 　接客・調理・パソコン作業（ブログ・
売上管理）

　　　喫茶店作業全般

Ａ２　ボウリング・映画鑑賞

Ａ３　塞翁が馬

Ａ４ 　頑張っていきますのでご指導よろしく
お願いします。

Ａ１  　ブリ養殖。5月～6月頃に稚魚の入荷
約1年半かけて成魚（約5kg）にして
10月頃に出荷～完売を目指します。

Ａ２　音楽観賞、ギターを弾く事

Ａ３　毎日がイベント

Ａ４ 　よろしくお願いしますm(__)m

Ａ１　養殖（ハマチ）

Ａ２　最近はイカ釣り

Ａ３　なるようにしかならない

Ａ４　楽しくやって行きたいと思います。

Ａ１ 　私は、お部屋や土地建物などを探がさ
れているお客様と、オーナー様をつなぐ
仕事をさせていただいています。

Ａ２　バドミントン、ネイル

Ａ３　一歩前へ

Ａ４ 　自分にはないものを沢山学んで、地域
を盛り上げる人間になれるよう頑張りた
いです。宜しくお願いします。

Ａ１　びっくり屋弁当経営
　　 　飲食店に係わる物品販売（厨房機器・
食用油濾過システム・節水・節電機器等）

Ａ２　バイク（ツーリング）・キャンプ・釣り

Ａ３　ネバー・ギブアップ

Ａ４　頑張ります!!

Ａ１ 　今は飼料メーカーでハマチ等の餌を
売ってます。

　　 　後1、2年したら実家のハマチ養殖を
継ぐ予定で養殖の手伝いもしています。

Ａ２ 　創作料理（特に酒の肴）が好きで、よく
作ってます。基本、自分好みで作るので
味の保証はありません。

Ａ３　五里霧中
　　 　響きがいいので、、、意味は違うかも知
れませんが、考え無しに動いてよく怪我
をします（泣）　

Ａ４ 　離島である事もあって、仕事や地元の
行事等が重なると、YEGのイベントや会
議等、参加出来ない事が多いと思います。
それでも、YEGの会員になって良かった
な～と、思える様にしていきたいです。

浜元　隼人
（浜元水産）

新入・交代会員紹介

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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　第１回の優勝者はアクアプラス代表の岩村　敬士さんでした。賞品の
薄型テレビはトイレに置くそうです。
　ゴルフを通して、著名人との交
流が行える素晴らしいコンペだっ
たと思います。第２回も開催され
るようです。運営して頂きました
商工会議所事務局の皆様に感謝致
します。ありがとうございました。
（どないかせんで委員会　中川　誠一）

知事の中村時広氏と話す機会があり、しまなみ海道のように南予地域
にも長距離サイクリングコースをつくり愛媛から自転車文化を広げて
いきたいという構想など聞かせていただきました。
　４月から半年間開催されたい
やし博を振り返り、今後の南予の
観光振興を考えるとても意義の
あるイベントだったと思います。
サイクリングコースについても
是非、実現させていただきたいと
思います。
（企画広報委員会　安藤　雅人）

わることで、何か明る
い未来に一歩前進出来
た様な気がします。ツ
アーを盛りたてて頂き
本当にありがとうござ
います。 

（どないかせんで委員会
　　　　櫻井　一博 　
　　　河野　武洋）

えひめ南予いやし博「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」 5/19㈯～11/4㈰

　５月19日から11月４日の計６回開催予定で始まりました、おさか
なレボリューション。雨天中止が１回あり、５回の開催でしたが90
名のご参加を頂きました。実際に現場で活躍している船に乗り、養殖
されている鯛やハマチに餌やり体験。鯛を釣ったり、ハマチをすくっ
たり、活きている魚を体で体験。大きな声では言えないかもしれませ
んが、船の操縦体験。そして、自分たちが餌をやったり、釣った鯛を
「郷土料理宇和島鯛めしで食べる」　 
　ご協力頂きました皆さま、メンバー全員の想いがツアーにご参加頂
きました皆さまに全て伝わったのではないかと思ってしまうほど、私
は大成功だったと思っております商工会議所青年部発のツアーに携

天赦園竹灯籠ライトアップについて

宇和島商工会議所　第１回会員交流・
親睦ゴルフコンペに参加して

いやし博閉幕式

9月㈯

10/8㈪

11/4㈰

　宇和島生活文化若者塾「拓己塾」は、官民協働のまちづくりグルー

プです。その塾長をさせてもらっています。その拓己塾の活動として、
「いやし博」のイベントの一つとして、９月の毎週土曜日、天赦園を
竹灯籠でライトアップして、夜間観覧するイベントを行いました。アー
トディレクターの薬師神親彦さんの協力のもと、灯籠の配置等を決め、
デザイナーの萩原智佳さんに竹灯籠のオブジェをデザインしていただ
き、製作を山本雄一郎さんにお願いしました。そのおかげで、想像以
上に素晴らしいものにすることが出来ました。
　2000個の竹灯籠を配置するのですが、1000個の竹灯籠を僕た
ちが、残り1000個の竹灯籠を遊子の「NPO法人段畑を守ろう会」
からお借りしました。初日の準備は、人数不足でもあり、初の試みと
いうことで、かっても分からず苦労しましたが、「城山を守る会」や

　朝夕の寒さを感じるようになり体調管理が大変な時期になりました。
皆様お元気ですか？10月８日月曜日体育の日にふさわしい秋空の晴
天の中、宇和島商工会議所　第１回会員交流・親睦ゴルフコンペが開
催されました。総勢90人近い参加がありました。宇和島の第一線で
ご活躍されている素晴らしい顔ぶれに緊張し過ぎ、思い通りのプレー
ができませんでした。（冗談です　いつもどおりでした159点です）

　11月４日、えひめ南予いやし博2012閉幕記念イベント「うみ・
かわ・もり・ひと、そして未来へ」観光まちづくりシンポジウムが愛
南町御荘文化センターで行われました。 
　宇和島商工会議所青年部から、どないかせんで委員会の中川委員長
をはじめ計６名で参加し、全６回開催された「親子でレッツゴー宇和
海！ みんなで体験 おさかなレボリューション」のプレゼンテーショ
ンをさせていただきました。
　その後の閉幕レセプションでは、イベントに参加されていた愛媛県

「いやし博ボランティアスタッフ」の皆さんのご助力もあり、回を重
ねるごとに手際も良くなり、うまくいくようになりました。最後の2
回が雨天のため中止となり残念でした。3回の実施で、述べ入園者が
700人超でしたので、5回全て実施出来れば、目標の1000人入園
も望めたかもしれないので、本当に残念でした。よい勉強になり、よ
い経験にもなりました。「来年度の開催もお願いします」という声も
聞いており、それには、まだまだクリアしないといけない課題もあり
ます。皆さんの好評を得たことは、拓己塾にとって大変な励みになり
ました。これからもがんばっていこうと思っています。まちづくり、
まちおこし何でもやってみたいと
思う方は、西本に声をかけてみて
ください。拓己塾は、そういうこ
とをやれる場所です。今後とも「拓
己塾」を宜しくお願いします。

（総務室　西本　陽平）

観 月 会9/21㈮

　9月21日 ほづみ亭で観月会をしました。 
　通常通り例会をした後は、各委員会対抗の余興をしました。みなさ
んとっても盛り上がって頂きました。 
　そして、見事商品の温泉旅行をゲットしたのは偶然にもその日が誕
生日の中川立治さんでした。 　

余興が終わった後はみんなで楽しく飲みました。 
（企画広報委員会　岡野　太春）
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平成14年4月～平成24年３月　二代目担当　岩村　保昌　
① 　忘れもしません！え～っと、あれは…たしか、平成14年1月4日
の年始職員ミーティングで、「4月から青年部担当は岩村に…」とま
さかの宣告。大きな石で頭を殴られたような嬉しさ、その日はN宮
T行先輩に慰めて…じゃなくて涙を流しながら泥酔して喜びを分か
ち合っていただいたことを鮮明に覚えております。

② 　周年事業、県大会、全国大会など10年間、全てが本当にいい思
い出ですが、強いて挙げれば、当時稲葉会長、芳谷運専らメンバー
数人と禁煙宣言していた時に、稲葉会長と県連二次会を抜け出し、
こっそり松山某所にて吸ったたばこの味…美味しかったなぁ。それ
と、YEG事務局になった時に小2、事務局が終わった時に高3になっ
ていた長女との思い出がほとんどないことが思い出です(笑) 何はと
もあれ、10年間…感謝の一言です。現役メンバー並びにOBの皆さ
ん、ありがとうございました！

③ 　青風第100号発行おめでとうございます。宇和島YEGには27年
の歴史があります。温故知新を大切にし、これからも若い感覚、若
い発想で親会を…宇
和島をどんどん刺激
してください！

どないかせんで委員会　中川誠一さんのお母様（恭子さん）
11月14日ご逝去

ご冥福をお祈りします

家族例会8/19㈰

　８月19日(日)魁！交遊委員会　家族
会が柏島で開催されました。 
　当日組は、早朝バスセンターに集合
し、約１家族、遅刻したものの無事に
出発でき、バスの中では、柏島が出る
釣りバカ日誌が上映され楽しく時間を
過ごす事ができ到着前に映画がいい所

でとまり（すこしブーイング）でもサザンの曲が流れ、目の前には、
海が広がり、皆、感動しつつ目的地に到着（溝渕委員長サイコー） 
　到着後、前泊組と合流しメンバーの家族とともに例会。
　早速、家族組はクルージングに行き井伊副会長運転で海水をかけら
れて、ほとんどがずぶ濡れになり、昼は前泊組が用意してくれた、カレー
＆バーベキューを美味しく頂き、次はシュノーケリングに行き、澄み
きった海を漂いながら、色々な魚・貝を見ました。 
　楽しい時間はあっという間に過ぎ、一路宇和島へ。 
　参加者は大満足でした。 
　各委員会のメンバーの皆様のお陰で無事に終了できました。 
　ありがとうございました。  （魁！交遊委員会　小原　大治）

100号記念事務局寄稿 ①青年部事務局になった時の感想
②青年部事務局一番の思い出
③これからの青年部へ期待すること

昭和61年４月～平成14年３月　初代担当　富岡　賢二　
① 　会議所入所　６年目　昭和61年４月設立。県内では大洲　伊予
八幡浜　西条　今治　新居浜　に続く　当時11会議所中７番目の
設立であった。
　 　設立時、商店街（恵美須町）の担当であり、商店街関係者をはじ
め多くの人々に入会して貰った。人集めから、規約作成とゼロから
のスタートであったので、メンバーと共に創ったという感覚がある。

② 　すぐ、県連が設立され、県連事務局となり、台湾への海外研修・
大分県との交流・県知事との懇談会など初めて行う事業がばかりで、
前例が無いので大変だったことも多かったが、逆に自由に企画する
事ができた。様々な活動の中で県内外の多くの人達との知遇を得る
ことも出来たことが一番の思い出である。
　　青年部の「何でもあり」は当初から。

③ 　知っている歌詞の中で、大好きなフレーズが２つある。「集り散
じて人は変われど、仰ぐは同じき理想の光」そして「歴史の舵はい
つの世も熱ある者が取ってきた」
　 　最近聞いた好きなフレーズ。国会解散表明時の野田総理の台詞「や
りましょうよ」
　　古くは、サントリーの「やってみなはれ」

平成24年4月～　三代目担当　﨑須賀爵行　
① 　会議所に入り何もわからない状況ですぐに青年部担当になり4月9日に役員さんが集まって
市や地方局に挨拶回りに行ったときに色々な意味で「え？やばい」とすごく驚き青年部の担当
をすることが不安になりました。

② 　親会・青年部ともに入って半年と少しですが県連、四ブロ、会長研修会、視察研修、まつり
など（後、個人的には高松のホテルのベッドの下で寝たことと四季のトイレでのリバース……）
様々なことを経験させて貰いました。
　 　そんな中9月役員会後の飲み会の3次会（おそらく朝4～5時・・・）で宮本副会長に連れて行っ
ていただいた焼肉の味は忘れることができないです（笑）
　　今後ともよろしくお願いします。

③  　青年部が昭和61年に設立して27年目その年は何かの縁でしょうか私が生まれた年でもあります。
　 　子どもが生まれて成長し社会人になる。それだけの長い間、様々な事業・イベントを行い個々人がそれを自分の力・知識として事業所に生か
しながら、次の世代に引き継ぎ、27年もの長きにわたり宇和島に貢献しつつ青年部を継続させてきたことは本当にすばらしいことだと思います。
　今後も宇和島を盛り上げていってください。
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中村　啓人　長男

お誕生おめでとう

岡野　天
あま

翔
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くん
11月26日生まれ

岡野　太春　次男

お　慶　び


