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25周年記念事業
　設立25周年記念式典において多くの関係者
様と祝宴を共にできたことを当該年度の会長と
して感謝申し上げます。お陰様でこの長き年月
を通し宇和島ＹＥＧも洗練された組織へと変貌
しつつあります。それも今まで活動を遂行され、
宇和島を大切に考えてきた先輩や現役メンバー
が存在したからだと感じております。その方々
とのひと時は、まさに誇りに思える時間の共有

となりました。
　今後私たちは、今までいただいた縁（えにし）をかみ締めな
がら、宇和島ＹＥＧをもっと輝ける団体へと導けるよう、決意
を新たにするところです。そして、これまで辿ってきた道標を
もっと先へと繋ぐよう活動していく所存です。
　お忙しいところ、たくさんのご参加、本当にありがとうござ
いました。

第22代宇和島商工会議所青年部会長　芳谷　圭一

　25周年記念事業、本当にお疲れ様でした。こ
こ最近、県大会・全国大会と私事を削りＹＥＧに
多くの情熱を傾け、また会社の経営さえ傾けた方
もいらっしゃることでしょうが、トントン拍子！？
で来たこの25年間。本当に宇和島ＹＥＧお疲れ
さまです。この会に入会された人数も336人と多
くの方々の情熱が注がれたのだなと感慨深いもの
も発見できました。

　僕は当時タミヤ模型の大ファン。掛け算や割り算や漢字の書
き取りの嫌な毎日。その時に宇和島の青年経済人にて立ち上がっ
た宇和島ＹＥＧ。よくよく考えると、ものすごいジェネレーショ
ンギャップ。そして、そんな僕が担当委員長となりこの25周年

事業を行えたことを誇りに思うと同時に今まで育成してくれた
方々（地域）に深い感謝を覚えます。
　そしてこのＹＥＧという会が素晴らしいと思えるようになっ
た自分は、先輩達の指導やその背中をみて歩み、また同胞達と
共に築き上げ、ＹＥＧという旗印にもと『和』を持って一致団
結することの喜びを覚えたからだと思います。
　こんな素晴らしい会が続いていく事の喜びと、伝承していく
事のプレッシャーを感じつつ30・35・40…周年と続いていく
事を願い、それこそが面倒をみてくれた先輩達への恩返しだと
信じこれからも力を合せ、皆で頑張っていきましょう！！
　そう、それが『愛と情熱』だから。
 会員交流委員会委員長　豊田　敬史
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　10月21日にビジネス研修委員会のアワーにて、「ビジネスツール
としてのiPhone・iPad」の講習会が開催されました。講師役として
当委員会メンバーの細木くんが、日頃の広告代理店での営業体験を
ふまえ、iPhoneとiPadの基本的な特徴から実際の実用例を、所有の
iPadを使いスライドショー形式にて説明してくれました。また、デ
モンストレーションとして電子書籍を読むなどのパフォーマンスも披
露し、その後の質疑応答では積極的な質問が多く参加者の興味も大き
かったのではないでしょうか。今後、携帯電話の端末市場にてますま
す普及するであろうスマートフォンを、積極的にビジネスシーンに活

　平成22年９月13日㈪松山市の国際ホテル松山にて、県連理事会が
行われました。

用する、い
や活用しな
くてはいけ
ない時代が
もう近づい
ていること
をあらため
て実感しました。
 （ビジネス研修委員会　細木　拓也）

第３回県連理事会9/１３

10月委員会アワー（ビジネス研修）１０/2１

　行って参りました！
　平成22年10月３日㈰四国ブロック大会阿波池田大会。
　僕自身初の四国ブロック大会で、豊島運専の車で珍道中を繰り広げ
ながら、ワイワイと、話も盛り上がり、遠い道のりを感じず、現地に
到着！
　徳島県三好市池田総合体育館に到着後、少々時間があったので、町
を探索。町自体は宇和島とあまり変わらない規模、若しくは少々田舎
な感じもありました。（あくまでも個人の感想ですが）その町はずれ
の体育館に各単会のＹＥＧメンバーが集結しておりました。

　阿波池田ＹＥＧの皆さんの温かいお
出迎えを受け、式典・分科会・懇親会
と楽しんできました。分科会が悪天
候の為、『川下り』から『妖怪資料館』
へ急遽内容変更になった点はありまし
たが、それはそれで楽しみました。来
年は四国ブロック大会が大洲で行われ
ます。みんなで参加して、盛り上がりましょう！
 　（総務委員長　井上　恭雅）

四国ブロック大会 阿波池田大会１０/2・３

　　横井　康人（会員交流委員会）
　この度は、肝数値ダービーワースト一位という不名誉なものに二位と大差を
つけなってしまい お恥ずかしく思っております。 
　今回、当、会員交流委員会で担当した例会アワーで日頃、お酒のお付き合い
の多い、宇和島ＹＥＧメンバーに健康について考えてもらおうと、豊田委員長
が企画したのですが、副委員長である僕が考えさせられる結果となりました。
最近、体力の低下も実感しておりタバコの値上がりもあり、色々健康について
考える時期なのかもしれません。男として仕事・宇和島ＹＥＧでも熱く生きる
ために良い機会になりました。 　  

　　菊地　清久（きぼう委員会）
　いやな予感はしてました。40歳を過ぎた頃から、昨夜のお酒が残るよ
うに… 30歳代にはなかった顔のむくみ… 午後２時を過ぎても残る微妙
な二日酔い感… 
　そうこの数字が表しているのが私の肝機能。８月例会アワーで愕然と
しました。私などはまだまだ、酒豪だらけのＹＥＧメンバーにおいては
中位だろうと思っていたのに…。
　会長も直前も… そして事務局も… 丈夫なんですね、肝臓。私よりたく
さん飲まれる３人より数値が上だなんて、しかも圧倒的に。正直ショッ
クです。
　会員交流の皆さん、ありがとう、気付かせてくれて。定期的に献血して血液検査してもらいますね。大好
きなワインも少し考えないと、（ワインは体にいいはずじゃ）とにかく節酒を心がけて、いつまでも飲める
体でいられるよう気をつけます。一緒に気をつけ合おうね… 横井副委員長。

　　岩村事務局
　ＹＥＧ事務局９年目…初めて青風に寄稿させていただくのが、このよう
な（不）名誉な形でとなり大変喜んでおります。近い将来の健康は心配で
はございますが、商工会議所職員の立場としては、夜の（限定地区）活性
化に多少なりとも貢献できた結果ではないかと…とゆうのはダメでしょう
か？今後は41会のメンバーと共に、40代半ばにさしかかって参りますが、
委員会アワーで勉強した『お酒と上手な付き合い方を』を参考に夜のパト
ロールを継続いたしたいと思います。でも、まさかあの伝説の酔馬ツートォ
オーより数値が悪いとは… 騎手のせいかなぁ？ (^.^)

８月委員会アワー（会員交流）第１回ＹＥＧ杯肝数値ダービー8/2１

γ-GTP  正常基準値
♂9～40　♀9～35　（U/I）

ワースト１位
横井　康人
肝数値[γ－ＧＴＰ]
　769（Ｕ/Ｉ）

ワースト２位
菊地　清久
肝数値[γ－ＧＴＰ]
　491（Ｕ/Ｉ）

ワースト３位
岩村事務局
肝数値[γ－ＧＴＰ]
　199（Ｕ/Ｉ）

ワースト1位
コメント

ワースト２位コメント

ワースト３
位

コメント
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　11月3日雲ひとつ無い秋晴れの中、初参戦の芳谷会長をはじめと
する18名（１名カード参加）にて難コース宇和島ＣＣを舞台に第29
回のたまらん会を行いました。 
　翌日からの愛媛チャンピオン・ シニアチャンピオンゴルフ大会仕
様のグリーンもあってか、いつもよりハードな一日を過ごした人が多
かったようです。自分もいつものヘナチョコパターの技術も手伝って
優終な？（最後尾）成績を収めることが出来、今この記事を書いてい

　平成22年11月21日㈰に臨時会員総会が開かれ、平成23年度宇
和島商工会議所青年部会長予定者を沖秀和君に決定致しました。　　
　 

　11月例会時に企画広報委員会の委員会ア
ワーで株式会社ネクシーズ代表の近藤 太香
巳さんのＤＶＤセミナーを見せてもらった。
　世界中で不況だの政情不安だの暗いニュー
スばかりが取り上げられている中で、久々に
勇気と元気をもらえたような気がする。
　特に印象に残ったのは「諦めなければ挫折
はない」というフレーズで、いつも前を向い
てどんな小さな夢でも少しずつ叶えるように努力していくと自然と大
きな夢と成功になっていくという所だった。
　講師は熱い男で、やはりそういう人間には魅力があるのだなとも感
じた。
　自分自身もまずは身近な所から行動に変革を起こしていこうと発奮

出来た有意義な時間だっ
た。あと、ちゃっかり続
きの部分も見せていただ
いたことも明かしておく
としよう。 
 （ビジネス研修委員会　
　 畑中　貴博）

第29回 たまらん会

11月臨時総会 11月委員会アワー

１１/3

１１/2１ １１/2１

よってみ祭YA！

　10月10日に開催いたしま
したきさいや広場事業「よって
み祭YA」でみなさまのご協力
により、来場された方々にも大
変喜んでいただきました。
　この事業を元に他団体また地
域住民との交流をますます広げ
ていき、青年部活動の発展を進
めていきたいと思います。
　準備から携わっていただいた方々、段取り不足
の為、色々とご迷惑をおかけしましたが無事事業
を終える事ができました。本当にありがとうござ
いました。
 （地域事業委員会委員長　松岡　浩二）

る次第です。 
　結果は、優勝！中畑利介先輩、準優勝！河野一郎先輩とＯＢの皆さ
んの圧勝でした。現役頑張れ！！ 
　次回は第30回の記念？大会です。年度最後の取りきり戦！まだ参
加出来てない皆さんも含めて是非ご参加下さい。 
　　　 （中村　匡史）



　岡野　太春 君　実母　裕子 様　
　佐々木真作 君　実母　キワヱ 様

慶 弔 情 報

ご冥福をお祈りします

お
　

慶
　

び

ご結婚・お誕生おめでとう

　若林　昭範 君　紀
き

代
よ

 さん

ご入籍おめでとう

　德弘　吉則 君　愛
あ

美
み

 さん

　沖　　秀和 君　志
し

保
ほ

 さん

お誕生おめでとう

　森岡　敏樹 君 平成22年９月16日生まれ
　桃加ちゃん 

平成22年10月10日結婚 

平成22年11月３日結婚
平成22年12月３日生まれ
　弦くん 

平成22年12月２日結婚 
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松
まつ

本
もと

　和
かず

郎
お

（㈲松本真珠）
ビジネス研修委員会
①　真珠の養殖・加工・販売
②　サッカー ･ゲーム
③　ほどほどが一番
④　 ＹＥＧのみなさんと色々な話をしてみたい。聞いてみたい。

新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介
①仕事の内容についてお聞かせください。
②趣味は何ですか。
③座右の銘・好きな言葉を教えてください。
④ＹＥＧに入会しての意気込みをひとことお願いします。

質
問
事
項

須賀川・辰野川コース（約２時間10分）
　歴史資料館・樺崎砲台跡　→　多賀神社　→　和霊神社　→　高野長英居住跡　
　　→　穂積橋　→　商店街　

11月28日㈰宇和島市の歴史・変遷、また各神社共世界に誇れるものを持っていいるこ
とが勉強できよかったと思います。 企画広報委員長　杉本　　聡

第
２
回

文学散策コース（約２時間30分）
　宇和津彦神社　→　大超寺　→　光国寺　→　伊達博物館駐車場
　　→　和霊公園　→　宇和島駅前　→　龍光院

10月24日㈰宇和島出身の才能ある偉人達のことが知れて勉強になりました。
 企画広報委員会　坂本　秀男

じゃこ天巡りツアー（約45分）
　河内屋かまぼこ　→　薬師神かまぼこ　→　大丸かまぼこ店

10月24日㈰宇和島に住んでいて、食べくらべという普段できない体験ができてよかっ
たです。 　企画広報委員会　中村　祐美

　今年の旅プランも、いよいよ２回目になる。今回は、宇和島の観光に関する２つのことをやっ
てみた。一つ目が、委員会メンバーによる「自転車タクシーで巡るミニ観光ツアー」の検証。
自転車タクシーのガイドで、ゆっくり巡る宇和島観光は、それなりに味があり、説明もそこ
そこ良かった。これから内容を高めれば、宇和島の新しい観光になるかもしれない。
　二つ目が、拓己塾による ｢宇和島城ガイド｣。実は、宇和島には多くの観光資源が埋もれて
いるように思う。今回の宇和島城も、その一つだ。宇和島城に行って、何気なく通り過ぎて
いるものが、多くの物語を語ってくれている。今回は、ガイドすることによって、そのこと
をどれだけ、みんなに伝えることができたか？と考える。おそらく、みんなの顔がいい顔だっ
たので、うまく伝わったのだろうと思う。宇和島には、何も無いわけじゃない。ただ埋もれ
ているだけ。それを信じて、今後もがんばっていきたい。 企画広報委員会　西本　陽平

自転車タクシー観光の検証

宇和島城観光の検証


