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一年を振り返って
　去年の今頃は多くの不安を抱えながらも希望に満ち溢れていた、そ
してがむしゃらに前に進んでいたらあっという間に３月を迎える事と
なった。今思い起こせば熱い議論や悩み、夜中まで続く役員会など全
てが宇和島ＹＥＧメンバーに支えられて乗り越えられたのだと思う。
各委員長はこの１年間を楽しく成長できただろうか？三役のメンバー
に熱意は伝わったのだろうか？大切な時間と労力を使い事業をやり遂
げ、時には沢山の人に頭を下げてお願いをして回ってもらい一人一人
が一生懸命頑張ってくれた、心から感謝しています。自分自身の成長
はどうだったかを考えると一番思う事は「自分の未熟さに気付いた」

 運営専務　中川　誠一
　１年間皆様本当にお疲れ様でした。この１年間本当にご迷惑おかけし
ました。ご心配頂きありがとうございます。事業失敗でとか？体調不良
などでとか？全然関係ありません。ええ顔（カッコつける）する自分が
嫌になり、変わりたいと思って行動に移してしまいました。
　青年部で学んだことを仇で返してしまい大変申し訳ありませんでし
た。今後は益々わがままのパンになりますが引き続きお付き合いのほど
宜しくお願いします。
　お陰様で真剣に仕事に打ち込めております。身体
のオタクを目標に皆様に還元していきますので宜し
くお願いします。
　井上会長ありがとうございました！

宇和島再発見委員会 委員長　高田　賢治
　１年を振り返ってみて　どうですか？というテーマで青風の原稿を依
頼されました。
　200字では、書ききれません。宇和島再発見委員会の委員長としての
１年間は、素晴らしい時間でした。
　素晴らしいＹＥＧの仲間に恵まれて、私は楽しい
時間を過ごす事が出来ました。今年の事業に参加し
てくれたメンバーが同じ気持ちを共有出来たら最高
だと思っています。宇和島再発見委員会の事業に参
加してくれた皆様、本当にありがとうございます。

超高齢社会対策委員会 委員長　今城　翔太
　委員長に就任した当時、宇和島ＹＥＧで最年少でありました。自分が
大御所（⁈）揃いの当委員会をどうやって指揮するのか…不安なまま幕を
開けた平成27年度。戸島事業や今年度のメインであった30周年事業など
を通して貴重な体験をさせて頂きました。私の力不足もあり、井伊副会
長・森岡副委員長をはじめ、多くの方に陰で支え
て頂き１年を終えることが出来たと思います。やっ
と少し慣れてきた頃に任期を終えるのですが、楽
しいことや苦しいこと全てが良い思い出・良い経
験となる１年でした。ありがとうございました。

広報委員会 委員長　村井　宝史 
　青年部歴３年目、己を磨くため事業に積極的参加するという事も含め
て委員長を受けました。広報委員会は青年部歴の浅い会員が多く少し不
安でしたが、「出来る」と自分自身に言い聞かせ、前向きに１年間続け
る事ができたと思います。今年度は長いようで長かった１年間。ただ、
多くの経験をさせていただきました。ご協力・応援してくださったみな
さん、本当にありがとうございます。
　やろうと思う勇気。一歩踏み出す度胸。最後に覚
悟を決めたら、「さぁ、やるだけ」。次々に新しい委
員長が出てくる事を望む♪

総務委員会 委員長　中川　秀樹
　井上会長からＹＥＧの中身を知ってほしいと総務委員長に拝命され、
様々のことを勉強させていただきました。資料の作成や例会、役員会の
段取りなど、はじめは時間もかかり慣れないことばかりでしたが、やっ
ていくうちにスムーズにできるようになったのではないかと思っており
ます。また、６月に行いましたアンケート結果の報
告会の皆さんのご意見についても次年度会長予定者
として繋げていきたいと思っております。
　最後に、本当に良い仲間に恵まれ、たくさん助け
ていただきました。１年間ありがとうございました。

事が一番の成長だと思っている、伝える事の難しさ、思い違い、自信
過剰な部分を反省したい。そこを気付かせてくれたのもＹＥＧメンバー
だった、沢山の楽しい思い出と反省を活かし残り１年の青年部活動と
今後の自分の人生に勇気を持って行動して行きたい。最後に１年間支
えてくださったメンバー、諸先輩方、商工会議所
関係者の皆様本当にありがとうございました。

会長　井上　恭雅

✿✿✿✿✿✿✿ ✿✿✿✿✿✿✿

会員交流委員会 委員長　中川 立治
　27年度、振り返ってみますとまず何と言っても30周年事業。我々会員
交流委員会は大懇親会をしたのですが、開催月になると毎夜のようにメ
ンバーが集まり、二次会会場の『竜宮城』でリハーサルを重ね、それを
受けての台本を書き直しをして、の繰り返しをしていました。そんな日々
の積み重ねの甲斐あって、当日の大懇親会では大勢のご来賓やＯＢ諸先
輩方に喜んでいただけたようで、後日個人的にわざわざ喜びの電話をく
ださる先輩もいらっしゃいました。
　１年前、井上会長からお声がけ頂き引き受けた委員長職、年長の委員
長として手本となるように！と意気込んではみたもののまだまだ自分が
未熟な箇所も多く、井上会長だけでなく委員会メンバーにも多数迷惑を
かけてしまいましたが、我々には最後の事業として『卒業式』が控えて
おります！ 27年度最後の事業として卒業生はもち
ろん参加されるメンバーにも喜んでいただけるよう
な事業にしていきたいと思いますのでご協力よろし
くお願いします！
　１年間、本当にありがとうございました。

向上委員会 委員長　西本　陽平
　この１年を終えて、何より宇和島ＹＥＧ30周年記念事業を、何とか乗
り切ることができたことでしょうか。いろいろ大変でしたし、いろいろ
苦労もしました。でも、成功に終わった中の一員にいられたことは、い
い思い出になりました。委員長としては、まだまだ
至らない部分があり、100点満点中65点かなと思っ
ています。それでも、アワー２回、委員会事業２回
とある程度うまくいったのは、良かったかなと思っ
ています。１年間、本当にありがとうございました。
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全国会長研修会

中山池イルミネーション

12月例会・委員会アワー

新年賀詞交歓会

　11月13日㈮14日㈯に群馬県前橋市で行われた全国会長研修会に、井

上会長、中川次年度会長予定者、私で行ってまいりました。

　圧巻だったのは懇親会。会場のヤマダグリーンドームは本来競輪場

ですが、その規模に圧倒されました。

　またどの地を訪れても、「よくおいでいただいた！」と歓迎してい

ただき、市全体でのおもてなしの心を感じました。

　来年度は11月24日から26日まで、兵庫県加古川市で行われます。

（総務委員会　藤野　紀行）

　平成27年11月15日に毎年恒例であります吉田三間商工会青年部主催

の中山池自然公園でのイルミネーション点灯事業のお手伝いに会長・

役員・まつりメンバー中心で行ってまいりました。私自身、今年はじ

めて参加したのですが自分達が付けたイルミネーションの点灯を見

て、まさに「自然と光の饗宴」が繰り広げられていて大変感動しまし

た。またこのイベントは吉田三間商工会青年部の皆様と親睦を深める

場となっておりますので次回はより多くのＹＥＧメンバーで参加しま

しょう！  （まつり頭　木下　洋平）

　12月委員会アワーは、社労士岡部五郎先生をお招きし「１．マイナ

ンバー制度について　2．社会労務・経営トラブルに際しての社会労

務士の活用について」というテーマで、講演を行いました。内容的に

固く、宇和島ＹＥＧには、受けが悪いかなとは思っていました。しか

し、当日、岡部先生の熱い感じの講演に、結構いろいろな質問が出て、

大いに盛り上がったことが何より良かったです。皆さんと一緒に、こ

れからもいろいろな勉強ができたらなあと思いました。

 （向上委員長　西本　陽平）

　毎年恒例、宇和島商工会議所が主催する新年賀詞交歓会へ井上会長、
中村直前と共に参加して参りました。宇和島コピーセンターの三瀬副
会長に次年度会長予定者の名刺を作成してもらい、石橋市長をはじめ
たくさんの宇和島を代表する皆様に新年のご挨拶をすることができま
した。この会は会費1,000円、ビールなどの飲料やじゃこ天とかまぼ
こ付きです。しかも、11時から12時までで時間が長くないので少し足
りないくらいで終了です。長々と話し込むことはせず、たくさんの方々
にお会いできるのでとても良い会だと思います。また来年あると思い
ますので一緒に行きましょう。ぜひ、参加して何かを感じて下さい。

 （総務委員長　中川　秀樹）

11/13㈮
11/14㈯

11/15㈰
11/29㈰

12/21㈪

１/４㈪

ＯＢクラブ新年会
　１月８日、かどや弁天町店にてＯＢクラブの新年会が行われ、井上
会長はじめメンバー有志で参加させて頂きました。
　会席中、会長とともに事業の報告として30周年のお礼を述べさせて
頂き、次年度会長選任の報告も行われました。
　諸先輩方にお話をさせて頂くと、非常に我々現役を気にかけてくだ
さり、事業所の事まで心配して頂き非常にありがたく感じました。
　ＯＢ諸先輩方と酒を酌み交わし交流を深められる素晴らしい会でし
たので今後もこのような交流の場に参加できたら、と思います。

（会員交流委員長　中川　立治）

１/８㈮
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女性会新年会

新年会

宇和島再発見事業

第35回全国大会 吉備の国 おかやま大会

　平成28年１月８日19時より愛和観光宇和島真珠会館にて行われまし

た宇和島商工会議所女性会の新年会に参加してきました。フラダンス

にビンゴ大会、カラオケ大会と趣向をこらした新年会で楽しく交流を

させていただきました。女性会の皆様、今年も青年部を宜しくお願い

します。

 （直前会長　中村　匡史）

　今年の新年会はほづみ亭にて行いました。ＹＥＧからは32名、来賓・
ＪＣ・ＯＢクラブを含めると総勢52名と多くの方に参加して頂きまし
た！正月ボケが残る中ではありましたが、委員会メンバーの協力もあ
り無事に終えることができました。司会の滝川君、アトラクション進
行の井伊君・松岡君、本当にありがとうございました！弾みをつけて
今年も頑張っていきましょう！Ｐ.Ｓ. お店を使わせていただいた石丸
君、音響などの準備も含めご協力ありがとうございました！

 （超高齢社会対策委員長　今城　翔太）

　１月31日、快晴の中、宇和島再発見委員会の最後の事業となる「宇
和島再発見」を開催しました。
　住吉公民館に約40名のＹＥＧメンバーで集合した後に、宇和島歴史
資料館を見学しました。西本君の素晴らしい歴史的な説明を受けた後
に、魚釣り班、イチゴ狩り班に別れ、それぞれの場所に体験に行きま
した。
　宇和海の素晴らしい海、広見町でのイチゴ狩りは、それぞれ親子で
の素晴らしい時間を過ごすことが出来ました。
　その後、開催した「餅つき大会」ではメンバーの笑顔が弾けていま
したよ。参加したくれたメンバーに感謝します。

 （宇和島再発見委員長　高田　賢治）

　２月18～20日に岡山県で開催されました日本ＹＥＧの全国大会に総
勢８名で行って参りました。我々、宇和島ＹＥＧは19日の会員総会・
大懇親会、20日の記念式典・記念講演に出席いたしました。全国各地
から多くの方が訪れ、感動あり、笑いありの素晴らしい大会でした。
そんな中、もはや全国大会では恒例行事？となってきました大きな忘
れもの「豊田敬史君」本当に申し訳ありません…そんなこんなでなん
とか無事に終えた今年の全国大会。段取りやお店の手配をして頂いた
三瀬副会長、ありがとうございました。来年は北の国からお送りしま
す！乞うご期待！  （超高齢社会対策委員長　今城　翔太）

１/８㈮

１/14㈭

１/31㈰

２/18㈭～
２/20㈯　

会員拡大に関する勉強会with西条ＹＥＧ
　２月23日19時より商工会議所会議室にて、西条ＹＥＧより石川会長、
加藤運専、稲見次年度会長をお招きし、会員拡大への取り組みについ
て勉強会を開催いたしました。宇和島ＹＥＧからは井上会長をはじめ
13名が出席し活発な意見交換ができました。石川会長は４月の総会で
「78名の会員を100名にする！できなかったら坊主になる！」と宣言さ
れ、みごと２月現在で103名まで拡大させました。その取り組みにつ
いては会の雰囲気づくりやメリットが多い所を全面的に出し会員を増
やしていったとというお話でした。また、ほづみ亭さんでの懇親会で
もたいへん盛り上がり、すばらしい交流ができた良い事業であったと
思っております。
　詳しくは報告書にて閲覧できるようにまとめてありますので事務局
のところまでお願いします。 （総務委員長　中川　秀樹）

２/23㈫
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卒業によせて……
　気が付けば20年！
　私が青年部に入会したのが、平成８年７月でした。
今年が平成28年なので、間も無く丸20年が経とうと
しています。
　平凡なサラリーマンの私が、宇和島を代表する青
年経済人の集まりに20年も在籍出来た事は、奇跡と
しか言いようがありません。

　青年部入会を強く勧めて頂いた社長や、入会後も活動参加に理解し
て頂いた会社、また入会当時から可愛がって頂いた青年部の諸先輩方
や、後輩の皆様方に深く感謝致しております。
　そもそも、入会前はこの会に入会する事には抵抗がありました。当
時の私は、酒が1滴も飲めませんでした…また、肉が一切れも食べれ
ませんでした…今考えると大した理由ではありませんが、当時の自分
にとっては深刻な悩みでした。
　現在は、どちらも克服してと言うか、好んで食べていますし、酒も
365日飲んでいます（笑）これも、青年部の先輩方に「酒の正しい飲
み方？」を教えて頂いたお陰と感謝しています。

　平成19年11月入会して早いもので８年４か月が
経ったのですね。
　入会当初は、「ヤバイ！！！！！！！」
　変な宗教団体に入ってしも～た⁉とは、少し思い
ました。でも、すべての先輩会員、年齢は下でも会
の先輩会員の方々を見てると、いろんな事業を成功
させるため頑張っている委員長さん達、青年部活動
を円滑に進めている役員のみなさんが楽しくいつも

笑顔で溢れている。それを見て早くその中に溶け込もうといている私
でした。
　誘われたら断らない私は、あれよあれよと会長職まで昇り、まさか
と今、思いに耽っています。委員長時はきさいや広場で何かせよとい
きなりＩＹ会長に言われ、何をどうしたらいいか？全国大会の分科会
の仕切り役を委員会メンバーの承諾を取らずに受けてきたり、破天荒
な私に笑いながら怒ってくれるＩＹ副委員長。牛鬼隊長時、前日の例
会時に丸坊主にされ、当日紫の大汗を流しながら安全運航に努めたり、
副会長時は、突然、会長代行をしたり、本当に楽しい？青年部活動で
した。何よりも、青年部メンバーが助けていただいた御蔭です。
　そして、会長時は、いつも寄り添い私よりど右なＴＴ運専の暴走を

　在籍期間、僅か１年。ＹＥＧの一員として、その
あらゆる行動が初めての経験であることはもちろん、
しかし同時に、それぞれが最期の経験ともなるといっ
た、中途半端な形での入会が果たして許されるのだ
ろうかという思いが出発点でありました。それでも
様々な事業に関わるうちに、次第にのめり込む自分
がおり、この集団の一員でいられることに、大いな

る幸せと誇りを感じておりました。
　卒業するにあたり、この１年間を振り返ると様々なシーンが鮮明に
蘇ります。そこにはいつも志を同じくする“仲間”がいて、どんなこ

　この原稿を依頼された際に、「400字程度で」と言われましたが、20
年を振り返ると色々な事がありとても書ききれません。
　途中、７年程はお祭りと卒業式しか参加していませんが…ただ、後
輩の皆さんに言える事は青年部は参加すればするほど、楽しくなる！
という事です。
　また、自分の為にもなりますし格安で参加出来る自己研鑽の場所だ
と思います。
　目先の損得よりも、「自分の器を大きくするため」、「引き出しを沢
山持つため」と考え是非とも積極的に参加してみて下さい。
　それと、現在サラリーマンで入会されている方にお願いがあります。
　是非とも、宇和島ＹＥＧ初のサラ
リーマン会長を誕生させて下さい！
　文末に、宇和島ＹＥＧの益々の発
展と皆様方のご健勝を祈念申し上げ
ます。
　お世話になりました。

髙田　誠二　

起こさないよう気が気でない日々でした。その中でも地域担当のＮＲ
委員長は、飛びぬけて次元が違う行動を起こす異端児でいつも見てい
て飽きがこない委員長でした。イケイケのＷＡ委員長は殻にこもりい
までは矢が浜でこもりっぱなし、ＭＴ委員長は、電話で今日は飲んで
ますか？と聞かれ飲んでないよと言うとそしたら話しますといつも冷
静で、ＴＲ委員長は何事なく淡々とこなすが酒を飲ますと狂暴になり、
外交のＩＹ委員長は、毎日好き勝手な行動や発言ばかりで、祭りＮＴ
頭はいきなりダイエットに成功したりと各委員長や役員のみなさんに
助けられ楽しい１年を送りました。
　これから青年部の役員をされる若き青年経営人へ、勇気を出し自分
をさらけ出し夢を語り合える仲間を
信頼し多くを学び次の世代に受け継
ぎ大きな人間であるように、それを
叶えてくれる商工会議所青年部だと
私は思います。

宮本　　光　

とに対してでも立ち向かっていく彼らの勇姿がありました。どのシー
ンでも、今年度のスローガンである、『やるしかない‼ ～考えるより
先ず行動～』を地で行く、熱い彼らが思い浮かぶのです。今後はＯＢ
の立場で、その熱い彼らを全力で応
援することができたらと考えており
ます。
　皆様、大変お世話になりました。
本当にありがとうございました。

岡原　文彰　

ご入籍おめでとう
亀田尚人君・恵美さん
平成27年12月23日にご入籍

お　慶　び

愛媛県ＹＥＧ連合会　第４回理事会
12／11㈮　松山
出席者：井上会長、中川秀樹、井上和、
　　　　﨑須賀事務局

愛媛県ＹＥＧ連合会　新旧合同三役会
１／８㈮　松山
出席者：井上和

四国ブロックＹＥＧ連合会　第４回理事会
２／６㈯　多度津
出席者：井上和

第５回愛媛県ＹＥＧ連合会　理事会
３／４㈮　松山
出席者：井上会長、中川秀樹、井上和、
　　　　藤野、﨑須賀事務局

出 向 情 報


