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『青年部と共に歩んだ２５年』

三浦　徹二　

　私が宇和島商工会議所青年部に入会
させて頂いたのは、青年部発足時の昭
和61年、20歳の時でありました。私
は、それまでの過酷な人生修行を経て、
一路宇和島へと、父が新たな事業展開
として出した、コンビニエンスストア

に勤務する事となります。青年部入会の少し前の昭和61年２月、父
が債務保証の事件にまきこまれ、会社が倒産。財産は全て差し押さえ
られ、当時、２億の負債とは言われておりましたが、倒産の意味すら
判らなかった私は、そのまま、青年部に名を列ねておりました。やく
ざや右翼団体の執拗な取り立てがあり、人生とは本当に大変なものだ
と感じさせて頂く事が出来ました。多くの方々の力を貸して頂き、そ
の年の10月に、三浦食品有限会社を設立。債務返済の為に創られた
会社でした。一度、銀行不渡りを出すと信用が著しく低下し、金融機
関が機能せず、やむを得ない事でありました。現金仕入れの中、１月、
100万円の返済は、並大抵の事ではありませんでしたが、青年部の
皆様の温かい励ましによって、乗り切ってくる事が出来ました。本当
に感謝がたえません。宇和島まつり警備、青年部初参加の際には、川
で溺れていたところを助けて頂いた事。神主に青年部全体が、ひどく
叱られた事。３分間スピーチを幾度もやらせて頂いた事。研修旅行に
連れていってもらった事。愛媛での全国大会の事。交通事故に幾度も
会った事。家が火事になった事。思い出が尽きません。宇和島は良い
所です。いろいろな体験をさせて頂きます。一番は、人間が良いとこ
ろと感じます。全国に誇れる事と思います。そして、これからの時代
を切り開いていけるのは、若さ、情熱以外にないと思います。老いて

青年部を去りますが、心は青年のままでいつづ
けたいと思っております。故郷、宇和島市を宜
しくお願いします。宇和島最高！本当に長い間、
お世話になり、有り難うございました。草場の
陰で、いつも見守っております。

　　　『やさしさとして
思い出として』

宮道　要亘　

　生きていると、過ぎ去りし日々を思い出しながら時間の中を何とな
く漂うように生きた時間と、激動の中を走りぬけるように、激しく生
きた時間がある。私がこのＹＥＧに入会しての３年間はまさしく後者
に述べたような時間が過ぎていたように思います。入会して１年目は、
何もわからずただただ皆さんの社会人としての行動や言動に感心する
ばかりで　社会人としての自分の不甲斐無さに恥ずかしささえ感じＹ
ＥＧを退会しようとさえ考えていました。しかし、先輩方々からもっ
と深くこのＹＥＧにはまり込まないと本当の面白さは解からないよと
いった助言をいただき最後の２年間特に最後の１年に関しては、本
当にディープにお付き合いさせていただい
たと思っています。その甲斐があったのか、
ＹＥＧにかかわっている時間が、非常に楽
しくまた心地よくさえ感じていました。
　このＹＥＧのみなさんとかかわった時間
の中で、私が１番強烈に皆さんから受けた
メッセージはみんな宇和島が大好きなんだ
とゆうことです。当然私もこの故郷宇和島が大好きな一人では在るの
ですがまだまだこの宇和島の田舎暮らしの素晴らしさを十二分に生か
すことが出来ず　ただ毎日の生活に追われる日々なのですが…
　アコースティックなサウンドそして海や川や仲間とたわむれて大自
然の恩恵を感じ自然と共に生きるのではなく自然に生かしてもらって
いると言ったほうが解かりやすいだろう
かそんなスローライフ・スロービジネス
でこれからも生きてゆこうと思う。

卒業によせて……

ブログやってます
みんな見てね！

宇和島ＹＥＧホームページより
アクセス
http://www.uwajima-cci.or.jp



2

青風 SEIFŪ Vol.94  2011. ３.21

　反省すべき点は、後
日自分の住んでいる町
内の餅つき大会に参加
した時に分かったので
すが、餅米は本番２日
前から水に浸けておか
ないとダメだったそう
です。（今回は前日の
晩に浸けました） そう
する事で餅が滑らかで
キメ細かい仕上がりと
なるようです。 
　何分にも不慣れでたいした予備知識も無い状態で臨んだ餅つき大会
でしたが、今回の経験、反省点を踏まえて来年度以降は皆さんにより
良いお餅をお届けできたらと思う次第です。 
 （会員交流委員会　中川　立治）

た。私が、テーブルリー
ダーをさせて頂き色々
な各単会での長所・短
所のディスカッション
をしました。
　その後、大懇親会に
出席をしてテーブルメ
ンバーと一緒に酒を酌
み交わし（私はコーラ）
単会事情を談話して終
焉を迎えました。
　２日目は、午前９時より全体研修が有り講師林英臣氏テーマ：今こ
そ経営「志」源の開発を!
　時代を拓く立志の経営の講演を聞いてから宇和島へ帰ってきまし
た。
　参加して頂きましたみなさま大変お疲れ様。
　各パートにて色々な研鑽が出来るのが全国会長研修会や全国大会で
す、参加すれば得るものはたくさん有ると思いますので是非参加をし
て頂ければ幸いです。 （総務委員会　沖　　秀和）

大洲様より厳しい経済
状況の折、年始の新聞
広告を頂戴し掲載させ
ていただきましたこと
をご報告させていただ
き、この場を借りてお
礼申し上げます。
 （ビジネス研修委員会
 細木　拓也）

　11月26～27日（金～土）と２日間芳谷会長・豊島運営専務・中
村（匡）君・岩村事務局・私とで参加してきました。
　全国会長研修会高松道場では、第１道場から第４道場まで設定され
本年度会長・次年度会長予定者・意欲有る会員・青年部担当事務局さ
まが各パートに分かれて全国寄り集った講演・ディスカッションなど
の勉強をしてきました。
　私は、次年度会長予定者が集まった第１道場で第１部より第３部ま
で設定され第1部では講演会で「ほめる人が組織を伸ばす－長所伸展
リーダー講座」西村貴好先生の講演があり持ち上げて伸ばして行くこ
とを大事にして行けるリーダーになって下さいということでした。
　余談ですが、私の学生時代の友人体験談で一度接骨院を廃業させて
失敗したときに覚えた事は、人の欠点ばっかりを指摘するのでは無く、
長所をほめて行けばどうにかなると思ったとつぶやいた事を思い出し
ました。その友人は東京都にて10店舗のオーナーで接骨院の先生を
しています。
　第２部は、次年度日本ＹＥＧ会長予定者方針説明が兵頭弘章君（松
山ＹＥＧ）から23年度への思いの説明が有りました。
　第３部は、グループディスカッションでテーマ：「単会の活動の方
向性と課題」で８名の単会会長予定者で単会の現状を討議してきまし

　11月30日、八幡浜センチュリーホテルイトーにて毎年恒例の南予
ＹＥＧ合同交流会に宇和島ＹＥＧより芳谷会長以下11名にて参加し
てまいりました。参加者は総勢68名と数多く集まり、八幡浜ＹＥＧ
の例会に参観後、立食パーティー形式にて３市による交流会が開かれ
ました。まず大洲ＹＥＧによる来年の四国ブロック大会大洲大会の告
知に始まり、乾杯の音頭のあとしばし歓談。多様なワインの試飲を楽
しみつつ八幡浜ＹＥＧ、大洲ＹＥＧの皆さまと親睦を図りました。交
流会ではソムリエ司会による３市対抗によるワインのテイスティング
会などもおこなわれ、大いに盛り上がりました。引き続き、２次会で
も話は尽きずその勢いで各々が３次会へと街に消えていきました。個
人的にはこの時のご縁で、大洲ＹＥＧの大ちょうちん様とカートピア

　平成22年12月13日㈪松山国際ホテルで平成22年
度第４回県連理事会が行われました。芳谷会長・沖・
岩村事務局の３名にて出席しております。

　去る12月19日、毎年恒例のＹＥＧもちつき大会が商工会議所１Ｆ
及び駐車場前にて行われました。天候にも恵まれ、大勢の会員の皆さ
んやご家族の方に参加して頂きました。 
　前日に行われた沖次年度会長の結婚式に参加されていた為、二日酔
い状態で来られた方も中にはチラホラいらっしゃったようですが…。 
いざ始まってみると、そこは若い青年部。力強い掛け声と共に見事な
餅が手早く作られ、女性陣も慣れた手つきで付きたてのもちを丸めて
いかれました。 
　時間も経つ毎に人数も増え、人数も増えてくるとペースも上がって
きて、会員さんに配る分の餅もアッと言う間に完成。そして、慣れて
くると気が付けば他所ではあまり見られない変わり種の餅もたくさん
作られました。カレー味、明太子味、納豆味etc… 
　個人的に印象に残ったのは宮本副会長のパワフルな杵捌きと、糸を
引く石丸君の杵捌きでしょうか（笑） 
　準備等から参加させていただいて、嬉しかったのは、炊き出しで用
意したおでんの評判が良く、空になるまで食べて頂いた事。作り手と
しては最高の評価を頂いたと内心ガッツポーズでした（笑）。 

日本ＹＥＧ第28回全国会長研修会「志国（こころざしの国）高松道場」に参加して

南予ＹＥＧ合同交流会 in 八幡浜

第４回県連理事会（松山）

もちつき

11/26・27

11/30

12/13

12/19
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　木屋旅館？　何それ？　どこ？　から始まったこの企画でした。
　宇和島には馴染みが深いかと思いますが、西予市民の僕にはピンと
こない響きでした。
　まず内容を把握しようと、芳谷会長と宮本副会長と共に親会の伊勢
家氏の元へ行き、木屋旅館に関するプロジェクトの発足から現在までの
経過を教えて頂きました。本当に出来るのかどうかは別として、若者の
意見が欲しいと言って頂き、少し楽に事を運ぶ事が出来た気がします。
　このプロジェクトは決して簡単な事ではないと、誰もが思ってお

　第２回旅プランということで行いました、自転車タクシー観光と宇
和島城観光の検証結果並びに提言書を、平成22年12月27日㈪に商
工観光課の方へ提出してまいりました。ＹＥＧからは、芳谷会長・杉
本委員長・森岡副委員長・西本君の４名、商工観光課からは、笹山課
長・清家課長補佐・自転車タクシー担当の三間屋さんの３名、計７名
で約１時間半にわたリ、ディスカッションをしてまいりました。 
　なかなか難しい点もありましたが、これからの観光向上に対するこ
とや新しいアイデア・今の現状など、いろいろ話してまいりました。 
　1つのアイデアとして、各観光名所において携帯でバーコードを読

　2011年１月８日、豊田委員長が練りに練った新年会の始まり始まり～ 
　当日２時間かけて手足の体毛を剃り３時に有明入り。 
　それから人生初のメークタイムが始まりました。 
　気合い充分の私でしたが恥ずかしさも手伝いビールを煽り、新年会
の始まる頃にはすっかり出来上がってました。 
　途中カメラを片手にひみつの部屋に入って来たＳ委員長『嫌な予感
がしたんよ』の言葉どうりに変身した姿での新年会の参加になりまし
た。皆さん楽しんでいただけました？ 

12月委員会アワー『木屋旅館と地域活性化』について

旅プラン

新年会

12/21

12/27

1/8

り、否定的な意見が大半を占
めるかと思ったが、当日、Ｙ
ＥＧメンバーからは沢山の良
い意見が出て来ました、やは
り地域経済人の集まりなのだ
と、改めて感じた委員会アワー
でした。
 （総務委員長　井上　恭雅）

　あまり記憶が無いのですが、『私、キレイでした？』
　  （会員交流委員会　土居　利広）

み取り、名所説明サイト、又
音声ガイドもできるように
するのもいいとか、いろい
ろな話をし良いディスカッ
ションが出来たのではない
かと思います。 
  旅プランに参加、又いろいろご協力い頂
いた皆様、誠に有難うございました。
 （企画広報委員長　杉本　　聡）

学誘致に関する豊田佳秀委員長から
の質問で家戸教授によるとまずは、
その土地からアプローチがあれば近
畿大学の出張所ができる可能性はあ
るとのことだった。理由として、近
畿大学は株式会社アーマリン近大と
いう会社を平成15年に設立しタイ
やシマアジ、マグロなどの稚魚を全
国に販売し、愛媛県にも多くの稚魚が販売されている。今後の展開と
して可能性はおおいにあるとのことだった。 
　近畿大学水産研究所白浜実験場を後にして、大阪市内へ移動し、
21：00過ぎよりきぼう委員会一行は焼き肉、たこ焼き、串焼き、ラー
メンを堪能した。 
　「食いだおれの町、大阪」と言われるが本当に全メンバー、食いだ
おれてしまった。 
　かなりの車の移動と距離、時間的にも強硬なスケジュールだったが
メンバー同士の交流も深まり、今後の大学誘致に向けての勉強にも
なったと思う。  （きぼう委員会　門田　誠治）

近畿大学水産研究所視察研修（きぼう）２/４・５
　平成23年２月４日㈮本州最南端の和歌山県串本町の沖合、くしも
と大橋で繋がった大島にあるクロマグロの完全養殖で有名な近畿大学
水産研究所大島実験場を視察してきた。 
　天気は快晴、穏やかに波打った大海原は紺碧の輝きを放っていた。
私たちはまず漁船に乗り込みクロマグロの養殖場に向かった。網で円
く囲った直径30m、深さ10mのいけすで２歳のクロマグロ1200匹
が養殖されていた。職員さんのお話によると、クロマグロはストレス
を溜めやすく扱いが難しいということだが現在は約90%のクロマグ
ロが生き残り、水温が20℃を超える奄美大島に移動し養殖されると
のことだ。死因は網にぶつかってしまい怪我をしてしまうケースがほ
とんどであり、感染症はほとんどみられない。私は、扱いが難しいが
生命力のある魚だと感じた。そして、次のいけすに移動し、10年以
上養殖され２m200㎏以上の親マグロを観察した。さすがにでかい。
思わず声をあげてしまうほどだった。水産研究所は2002年、32年
がかりで世界初となるクロマグロの完全養殖を成功させた。さらに
150㎞移動し近畿大学水産研究所白浜実験場に向かい家戸教授と対
談した。白浜水産資料室にて、タイ、イシダイ、シマアジ、ヒラメ、
トラフグ、クエ、マグロの養殖の研究内容を説明していただいた。大

　平成23年２月17日～２月20日に宮城県仙台市にて全国大会が行
われました。 
　宇和島からは芳谷会長をはじめ12名の参加で出席しております。 
我々一団は２月17日に仙台入りを致しまして２月18日に行われま
した「夢メッセみやぎ」での大懇親会と２月19日「仙台市体育館」
で行われました記念式典、ＹＥＧビジネスプランコンテスト、記念講
演、記念事業に出席いたしました。沖県連直前にはレンタカーのドラ

第30回ＹＥＧ全国大会みやぎ・仙台大会２/18・19・20
イバーを終始していただき快
適な全国大会を過ごせました。 
　沖さんお疲れ様です。 
　その後宇和島への帰路につ
きました。
（企画広報委員会　石丸　敏光）
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お誕生おめでとう

　若林　昭範 君

　中村　啓人 君

　古谷　公志 君

平成23年１月７日生まれ
　まひろちゃん 

平成23年２月14日生まれ
　穂乃華ちゃん 

平成22年12月３日生まれ
　弦くん 
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２月委員会アワー　（きぼう）「人口減少に立ち向かえ！南予に大学を」２/21

委員会対抗スポーツ大会（総務）フットサル３/６
　３月６日㈰総合体育館にて、総務委員会による、宇和島ＹＥＧ委員
会対抗スポーツ大会がありました。競技はフットサルで１チーム６人、
６委員会対抗で行いました。
　最近のＴＶから伝わるサッカー熱に当てられてか、どの試合も白熱
していて見応えのある接戦の連続でした。特に狭いコートのため攻
守の切換が早くどのチームのキーパーも代表選手並みの！？ファイン
セーブでした。
　しかし２試合目になると日頃の運動不足を痛感した人が多かったの

　スローガンを「人に思いやりを　宇
ま ち

和島に感謝を」とさせていただいて、
メンバーの皆さんに多大なご尽力とご理解をいただいたことで、何とか会
長職を大過無く終われそうで、今はホッとしている気持ちです。
　まつり、ＹＥＧ杯、「よってみさいや」事業等対外的に宇和島ＹＥＧの
存在感を表現することもできましたし、大学誘致活動、各種講演事業など
自分たちの進むべき道を次代メンバーに引き継ぐ事業もできました。そし
て、先輩方や親会関係者の方々と語り合った25周年事業は一生の思い出
に残る事業になりました。めぐり合わせとは言え、本年度会長ができで良
かったと思います。
　さて、今後もＹＥＧの歴史を皆さんが作っていくうえで、お願いしたい
ことがひとつだけあります。それは、小さくてもいいから人助けを心がけ
て欲しいです。それをメンバー全員が目指せば大きな思いやりのうねりが
きっと起こると思います。ＹＥＧ発のうねりはきっと町全体に広がるはず
です。そんな宇和島を目指せば幸せは自ずと見えてくるし、ＹＥＧがこの
先、いかなる窮地に立たされようとも誰かがきっと助けてくれるはずです。
自分たちのために人助けをする、そんな利他の境地をここで学んで欲しい
と思います。
　最後になりましたが、今後の宇和島ＹＥＧの発展と、普通にがんばって
いる人間が普通に暮らしていける社会作りを目標にこれからも共にがんば
りましょう。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

１年間を振り返って…

　『人口減少に立ち向かえ！南予に大学を』
　愛媛大学山内教授による講演『宇和海水産構想』愛媛大学学部誘致
　同時に、オープン例会として、ＪＣの方々にも参加して頂きました。
　山内教授の「宇和海水産構想」のお話、皆さんどう感じていただけ
ましたか？
　宇和海の恵まれた環境ですと実現可能なお話だと私自身感じており
ます。山内教授より、「多くの宇和島の商工業の方にお越しいただき
大変うれしく思います。」とご連絡をいただきました。この「宇和海
水産構想」は来年度より大学誘致特別委員会として引き続き、他の団

ではないでしょうか、足は絡まり息は切れ、ドリブルの時はボールを
追い越す場面が目立ちました。勝敗はＰＫ戦を団結力で制し、決勝戦
もきぼう委員会に勝利した、杉本委員長率いる〔企画広報委員会〕で
した。ＭＶＰも企画広報のゴールを守った井上和也君に選ばれました。
打ち上げもＹＥＧメンバー多数参加して頂き、美味しく召し上がりま
した。次の日は筋肉痛に苦しむ人が多いのでは（笑）。
 （企画広報委員会　森岡　敏樹）

体や地域の人たちにも広めていきたいと考えておりますのでご協力お
願い致します。  （きぼう委員会　中川　秀樹）

ボランティア清掃活動３/６
　３月６日㈰、丸山公園闘牛場周辺にて、ボランティア清掃活動を行
いました。
　曇り空の中、30名弱の方にお集まりいただき、宇和島青年会議所
さんからは森岡健三さんにも助っ人でご参加いただきました。
　１時間程で終了し、拾い集めたゴミはアクアプラスさんに処理をお
願いしました。
　ご参加いただいた皆様、お疲れ様でした。
 （地域事業委員会　藤野　紀行）


