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和霊大祭
うわじま牛鬼まつり
　今年の須賀川は過去にない深さになると言うことで無事に走り
込みが終わるのか不安な4月のスタートとなりましたが3人の隊
長を中心に不安なことを一つ一つクリアしていき今年も事故・怪
我人が出ることもなく終わることができました。
　各隊長・メンバーの皆さんお疲れ様でした。

　 （祭り頭／豊島　竜二）
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　まず始めになぜ私が今年の松明隊長になったかの話
を書く事にします。
　前年度隊長から直々に要請を受けたのですが、私で
は力不足ということで一度はお断りしました。
　別の日、プライベートで２年前の松明隊長とお酒を
飲んでいた時、隊長を断ったという話をしたら「男やっ
たら、やらないけるかい！」の一言、前年度隊長をす
ぐさまその場に呼び、三者会談が始まりました。私も「わ
かりました、やります。」とその時、松浦隊長が誕生し
たと言うわけです。しかしそこからが“イバラロード”
の幕開けで要領の悪い私は歴代隊長一、周りに迷惑を
掛けた隊長だったと思います。
　そんなこんなで祭り当日を迎え、いざ松明隊出陣！
　しかし出発後、南文前には９機の松明筏が残ってい
るではありませんか。私は脂汗が出て頭の中が真っ白
になりました。
　その後、全機は無理でしたが周りの人の協力もあり
何とか筏を送り出すことができました。今年も盛運社
前の有友焼きは最高に綺麗で、今でも目に焼き付いて
います。
　走りこみ最後のメインイベント、須賀川の迎え火も

過去最高に川が深い中、何とか火を燈すことができ、
お神輿を迎えることが出来ました。
　私は一般参加者にお礼を言う為、一番にスベリまで
上がらせてもらいそこで皆さんが上がってくるのを
待っていたところ、そこにいた部会長から一言「きれ
いやったぞ」それまでの感情を持たず機械のように仕
事をこなしていた私でしたが、その一言で今までの苦
労が洗い流され、溢れてくる涙を止めることが出来ま
せんでした。この時の涙は私の人生の中で一生忘れる
ことの出来ない涙になりました。
　スベリを上がった後も皆が出迎えてくれて沢山の労
いの言葉を頂き不覚にもそこでも涙を流してしまいま
した。
　本当に大変な隊長職でしたが最後の一瞬で今までの
苦労をチャラに出来るほど貴重な体験をさせて頂きま
した。
　祭りは来年、再来年と続きます。来年は次年度隊長
をしっかり支え、今年以上に祭りを盛り上げていきた
いと思います。

（松明隊長／松浦　忍）

　前年度警備隊長の横井さんから引継ぎ、今年度警備
隊長をすることになりました。ＹＥＧに入ってから副
の付く仕事は数多くしましたが、このような大役に任
命され不安とプレッシャーでいっぱいでした。基本的
には資料作りですが、いかにわかり易く個々に伝える
か、又人数不足のためぎりぎりの人数での人員配置、
松明隊との連携等大変頭を悩ませながらがんばってき
ました。実際当日では、川がものすごく深いのと神輿
のスピードがものすごく速いという異例な事態が起こ
り、ぎりぎりで人員を配置していたため警備担当の皆

様には休む暇も無いくらいバタバタと忙しく、苦労を
かけたと思います。しかし、皆様が一生懸命警備にあ
たってくれたおかげでスムーズに大きな怪我も無く無
事に終えることが出来ました。本当にありがとうござ
いました。まだまだ改善しなければならない点は多々
ありますが、次期警備隊長に引継ぎ来年度はもっと良
くなるようがんばって行けたらと思います。なんだか
んだ言ってもやっぱり「まつり」は楽しかったです。
ありがとうございました。

  （警備隊長／杉本　聡）
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　８月２日㈰、高知県土佐清水市の爪白キャンプ場で８月例会を兼ねて家
族会を行いました。
　前泊組、当日組合わせて総勢60人程で盛大に楽しみました。
　前泊組は、前日の午前中に準備物とテント一式を持って行き、当日組は、
早朝バスセンターに集合して多少騒がしい中でも無事に出発でき、バスの
中では、志村けんのバカ殿様が上映され楽しく目的地までの時間を過ごす
事ができました。
　爪白キャンプ場に到着して早々に例会を終え会員交流委員会のメンバー
以外は、透明な青い海に飛び込む人や魚、貝を採ろうと潜る人、海底館や
海洋館に行く人たちなど自由な時間を過ごしました。
　途中、別グループの人が足を折り救急車で運ばれるというハプニングが
起こりましたが、応急手当を中川さん、沖さんがして下さり、無事運ばれ
て行きました。
　昼食の時間になると溝渕さん特製カレーや宮本光さん特製スペアリブなど
目の回るほど盛況で何回も追加し楽しく美味しく食べる事ができたと思いま
す。
　その後のアトラクションでは、輪投げやカキ氷などでみんなと楽しいひ
と時を過ごし最後に記念撮影をし、終了しました。
　メンバー、子どもさんの中で怪我がなく無事終了できた事が、なにより
良かったと思いました。
　反省点なんですが、準備時に各自の連絡がうまくいかず前泊組の出発時
間が遅くなってしまった事、当日委員会メンバーの出席が少なく現地でメ
ンバーがゆっくりできなかった事が次回への課題だと思います。
　最後に各委員会メンバーの皆様のお陰で無事に終了できました事を、深
くお礼申し上げます。
 （会員交流委員会　井上　和也）

家族会 ８月２日(日)
爪白キャンプ場（高知県土佐清水市）

地域開発委員会　委員長　宮本　光
　平成21年9月23日㈬、秋分の日に宇和島ＹＥＧ文化祭
（聴いて観祭ＹＡ！！）が開催されました。当日、天気予報
ではくもり時々雨の予報となっており、前日から不安をし
ておりましたが、シルバーウィーク最終日にふさわしい日
になりました。
　委員会事業の枠を超え他の委員会メンバーや役員メン
バーそして会長には大変、御協力していただき誠に有難う
ございました。
　また、問題点も多々あり、反省をし、これからも、宇和
島ＹＥＧをもっと、地域の皆様に、貢献出来る団体である
様に精進して行くつもりです。

アトラクション担当　則松　健
　最初は手品でもしようかと考えていました。しかし、見
えにくいと思い、HIPHOPダンスの方にお願いしたところ、
快くOKして頂きました。ダンスの勢いは、ものすごくて、
とてもよかったと思います。
　あと、「もーに君」は子供たちに人気でよかったです。ア
トラクションは、自分がやらなくても、盛り上がると心か
ら思いました。全国大会えひめ松山大会も大成功させたい
です。

ステージ担当　井上　恭雅
　文化祭当日のきさいや広場ステージでは、各校の演奏、
様々なアトラクションが行われました。
　コンクールとは一味違う、楽しい演奏や、指揮者をなさっ
ている先生がいきなり演歌を歌い始めるサプライズ等にお
客さんに喜んで頂きました。また、HIPHOPのダンスや、
和太鼓もとても素晴らしく出演者の皆さんが一丸となり、
この日の為に練習されてきた努力を感じステージでの楽し
そうな笑顔に、なにか忘れかけていた物を思い出すような
気がしました。
　私自身も青年部メンバーの一人として、これからの様々
な事業の中で今回の事業の成果や問題点を、次の事業に活
かせるように努力して行こうと思ってます。
　最後に、協力してくれたＹＥＧのメンバーの皆さん、本当
にありがとうございました。 

ブース担当　横井　康人
　今回のＹＥＧ文化祭で どのような露店をおこなうか 
色々思考錯誤しましたがオーソドックスにお祭りの露店で
販売しているような モノ四品をチョイスしました。中でも
豊田敬史君の特製お好み焼きは、飛ぶように売れており 大
変好評でした。露店に関しまして他委員会の皆様にご協力
を頂き有り難うございます。３月の全国大会えひめ大会の
物産展にもご協力頂けるよう よろしくお願いします。

宇和島YEG文化祭聴いて観祭YA!! 9/23
Wed
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　6月例会の委員会アワーは、｢1分間スピーチコンテスト｣ を行いまし
た。
　例会に参加しているメンバー全員により、各自1分間のスピーチをす
るというコンテストでした。
　内容としては、お題が①ＹＥＧ　②総選挙　③エコ　④北朝鮮　⑤
フリーとあり、各自が引き当てたお題について、みんなの前で披露する
というものでした。
　突然?!　みんなの前でスピーチをしなければいけない…という事で
多少戸惑っているメンバーの姿もありましたが、そんな緊張の中コンテ
ストがスタート。
　なぜか、③エコ　を引き当てる人が少なく、後半になればなるほど
話す事が重複して大変だろうなぁ～と思いました。
　人前で話すのが得意な人。お題について熱く語る人。

　８／21あの名医が会議所に来場した。 
　その人の名は万波　誠。 
　あの腎移植トラブルによって自分の勤める病院の名と自分の技術の
高さを全国的に知れ渡らした人だ。 
　自分がこの名医にちょっとした手術を受けた縁があり講師として招
く事に成功した。
　お題はフリートークだったが万波医師はあの腎移植トラブルの話し
をしてくれた。 
　まず最初に臓器の役割について語り、その後に国が許可を下ろして
ないと言っていた腎移植をしてたと言う内容だった。 
　場所は市立宇和島病院だったらしく、移植を行うには国の指定が下
りている施設が必要だった。 
　万波医師は当時勤めていた市立病院は認可が下りていると言う認識
で手術した所、臓器提供者と患者のトラブルによりこの手術が国の耳
に届く。
　市立病院と万波医師は法を破って施術を行ったと当時は連日のよう
にテレビに出ていた。後日病院が国からの認可書を発見し彼の周りは
一変メディアから消えていた。 

　９月８日19時より、大洲市の河原にて、毎年恒例の三市合同交流
会に参加してきました。夜の大洲城を見ながら、大洲ＹＥＧ、八幡浜
ＹＥＧの皆さんと楽しみながら食事をしました。
　今回は、３月に行われる、えひめ松山全国大会の進捗状況を発表し
たりして、三市が一致団結しようとみんなで誓いました。その後、大
洲ＹＥＧのＯＢのお店に行き、交流しました。毎年ボウリングとかし
ていましたが、今回は食事だけでしたが、親睦がはかれて、よかった
と思います。僕と有友さんはうかいも見れて、鵜匠と呼ばれる人に話

　第26回四国ブロック大会宿毛大会に宇和島ＹＥＧより稲葉会長以
下21名が出席。 
　12時30分より記念式典・記念講演会・分科会（四万十川遊覧）・
懇親会が行われました。 
　記念式典では終盤にちょっとしたハプニングもありましたが、終始
和やかなムードのまま式典は終了。 
　その後の記念講演会ではマーケティングコンサルタントであり、近
年では様々な地域活性化プロジェクトに手腕を発揮している、西川
りゅうじん氏の講演に出席。
　内容については、最近のトレンドやこれからの地方での地域活性へ
の取り組み方や秘訣などを披露していただきました。本来のコンサ

　ユーモアたっぷりに話をす
る人。緊張している人。
　いろんな人がいて、いろん
な話が聞けて、本当にアッと
言う間の楽しい時間でした。
　優勝したのは、三浦さん。
内容を上手くまとめていて、
とても分かりやすく聞きやす
いスピーチでした。
　今回の ｢１分間スピーチコンテスト｣ で、他の人達の話の内容・表情・
態度などよい勉強になりました。　
　また、第２回のスピーチコンテストを楽しみにしています。

(総務委員会　坂本　秀男)

　ニュースのネタとして
悪事と思われた手術は、よ
くある腎移植手術になった
ためメディアからは一気に
価値のないものとなってし
まった。 
　メディアから消えてし
まった彼はトラブルの話し
だけがいまだ一人歩きして
しまい、メディアにとって
価値のないと思われた真相をいまだ語り続けている。 
　追　伸 
　僕から見た万波医師は「気さくなおっちゃん」って感じで誰とでも、
小さな話しにも付き合ってくれます。 
　体調がちょっとでも悪いと思った時は是非先生の顔でも見に行くぐ
らいののりで診察してもらってください。

 （地域開発委員会　石丸　敏光）

も聞けて、満喫出来
ました。
（地域開発委員会

　則松　健）

ル時に於ける飯のタネをざっく
ばらんに明かしてくれたのには、
正直驚かされました。 
　１時間30分の講演でしたが、
話は終始分かり易く、我々の活
動においても、参考になり得る
内容やヒントが随所にあり、有
意義な講演でありました。
  （企画研修委員会　 細木　拓也） 

6/21

万波先生を囲んで8/21

３市合同交流会

第26回四国ブロック大会宿毛大会 

9/8

9/5

１分間スピーチ
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　さる9月21日（月・祝）、毎年恒例の「観月会」が開催されました。
　シルバーウィークのど真ん中にもかかわらず、多数のＹＥＧ会員・ＯＢ
の方々が参加されました。
　稲葉会長の挨拶の後、ＯＢ紹介、ＯＢ代表の乾杯と続き、皆で「有明」
さんの鍋料理を堪能しました。
　また全員参加の「ロシアンルーレット大会」、三浦さんの名司会など大

　10月12日㈪、快
晴の秋空の下第25
回たまらん会が開
催されました。
　連休の最終日と
いうこともあって疲
れが溜まってる人、
二日酔いの人さま
ざまな顔ぶれが集
まりスタートしまし
た。
　私事でブログを
見られている人は
ご存知とは思いますが、アンダー１００を目標にゴルフをしているのです
が目標達成どころかビリで記事を書くはめに（涙）
　優勝はＨ中さんで優勝景品のテレビをさらっていきました。
　「思えば、Ｈ中さん前もテレビ持って帰りませんでした？」
次回から２倍の参加費をお願いします（笑）
　参加された皆様お疲れ様でした。
 （総務委員会　松浦　忍）

　11月７日土曜日、立冬とは思えぬ秋晴
れの中、松山市愛媛銀行総合グラウンド
において、四国内の10チームが参加し、
四国Yランドリーグ（ソフトボール）が開
催されました。
　一回戦は、西条YEG。スローピッチら
しからぬ接戦の末、なんと10－15で初戦
敗退。。
　意気消沈するも、敗者復活によっては
まだ優勝の可能性があるとのことで再び
パワーを得、高知県連に18－４、香川県
連・新居浜YEG合同チームに17－６と圧
勝し、準決勝は因縁の西条YEG。見事13
－１のこれまた圧勝で、リベンジを果たしました。
　そして決勝は松山YEG。もつれにもつれましたが、最終回、逆転サヨ
ナラ３ランホームランが飛び出し、敗退。準優勝に終わりました。
　参加されたメンバーの皆さん、暑い中50分×５試合、大変お疲れ様で
した。立派に戦い抜いた最高の準優勝だと思います。
　（来年は香川県で開催される予定とのことでした）
 （企画研修委員会　藤野　紀行）

　去る7月5日、日曜日、
JC主催24時間チャリ
ティーソフトボール大会
にYEGチームとして出
場して参りました。（と
いっても私は、応援です
が。）
　13時 集 合13時30分
試合開始でした。
　対戦相手は愛媛銀行
チーム、銀行員らしく、
頭の良さそうな人たちばかりでした。
　最初のピッチャーは、稲葉会長。私は昼、会長を一目見て、昨夜か
なり、やりすぎているな？と、思っていたので、心配していましたが、
要所、要所を抑える、みごとなピッチングでした。試合も半分が終わ
り、後半のピッチャーは、菊地直前会長、こちらも打たせて取る上手
なピッチングでした。ただ、かなり力が入っていたのか、前歯が取れ
ていたように見えたのですが、大丈夫だったのでしょうか？
　話は変わりますが、私はと言うと、お父さんと一緒に来ていた、向
田歳君とソフトボールの応援もしつつ、虫を捕まえていました。すご
くニコニコしていて、ちょっと虫が苦手な、とてもかわいい男の子で
した。（また遊ぼうぜ！）
　試合は最後、逆転していたのですが、時間がきてしまい、バッター
鎌江君の所で、ゲーム終了。7対7という成績でした。得点×500円
という事だったので3500円、寄付して参りました。
　出場した選手のみなさん、応援にかけつけたみなさん、そして、こ
の大会を主催されましたJCのみなさん、大変ご苦労さまでした。

　今年宇和島青年会議所のメ
イン事業となる【宇和島を喰
らう】、グレ・イカ釣り大会と、
きさいや広場でのフィッシン
グショーのＰＲをさせていた
だきました。多数の参加者が
宇和島に来ていただき、改め
て宇和島の海の良さを感じま
した。これからも全国に誇れる海の町としてＰＲしていけたらと思い
ます。

（宇和島青年会議所　岡崎　英樹）

いに盛り上がりました。
　現会員、ＯＢとの交流も盛んに
行われ、あっという間の充実した
時間が過ぎていきました。
（会員交流委員会　森田　勇司）

観  月  会

第25回たまらん会

オープン例会

四国Ｙランドリーグ

9/21

10/12

8/21

チャリティーソフト7/5

11/7

　ただ、今回参加したYEGメンバーが、応援も合わせ十数名という
のは、少なく、寂しいな、と思ったのは私だけでしょうか？家庭や仕
事を一番に考え、最後にYEGでいいと私は思っています。
　ただ、今回のソフトボールに限らず、委員会や例会、その他の
YEG活動にも少しでも多くの人が、ちょっと顔を出すだけでも、が
んばっているメンバーがいる、と、ちょっと頭の片隅に置いておくだ
けでも、今後、よりよいYEGになっていくのではないでしょうか？
　今後もまた、いろいろなイベントがあると思います。
　少しでも多くの方の参加を期待したいと思います。みなさん、おつ
かれさまでした。（本当は硬いのが大嫌いでーす。楽しい酒が飲めれ
ばいいと思っていまーす。最後に打ち上げを期待していまーす。）

　　（副会長　有友　政嘉）



うわじま
再発見
うわじま
再発見
うわじま
再発見

旅プラン研修

第二回

平成21年９月13日（日）

遊子水荷浦
「段畑」編

　この宇和島で生きて、44年にもなるのですが、あらためて宇和
島を見直す面白いチャンスが、YEG企画研修委員会によってもた
らされました。私も仕事のストレス解消のつもりで、参加させてい
ただきました。
　まず、早朝から水上タクシーと称する漁船に乗り込み宇和島湾を
出発です。私は、趣味が磯釣りということもあって、渡船に乗りな
れていますが、そんな私でも、とてもいい感じの出発でした。しか
も天気は無風快晴べた凪。旅行者なら、とても良い船出です。ただ、
この水上タクシーは、雨が降ると、とても悲惨な旅になりそうな気
がしました。
　まずは、宇和島湾をクルージングしながら、三浦湾にある鯨のお
墓の見学。こんなものがあるなんて知らなかった。と思いながらも、
お世辞にも上手いとは言えない船頭の説明を聞き、続いてハマチ養
殖イケスの餌やり見学。なかなか迫力があっていいのですが、でき
れば偏光サングラスがあれば、「もっとお魚もよく見えるのでは」
と思います。そして、クルージングの最後に、海からの段々畑見学。
コースとしては、とても良く出来ていると思います。私個人の希望
としては、ハマチ養殖イケス餌やり見学にオプションで、ハマチ釣
り上げをして、お土産にしちゃいますコーナーがあれば、もっと楽
しいような気がします。

　水荷浦段畑に上陸、「段畑を守ろう会」理事さんの話をみんなで
受けて、段畑見学の前に、だんだん茶屋にて食事タイム。この食事
がとても美味しくて、さすが田舎のおばさん、中途半端な料理人よ
りはよっぽどいい味出していると思いました。「田舎のお袋の味」
といった感じ。しかも値段がリーズナブルなのにもっとビックリ。
皆さんも一度試してみる価値有りの隠れグルメだと思います。
　腹ごしらえもすみ、段畑散策に出かけます。理事さんの言ってい
たことが、歩いてみて初めて分かります。この土地に住む人の根気
強さとこの土地の歴史が、一つ一つ石を積み上げたのだろうと感じ
させる風景は、重要文化的景観の選定を受けた意味が、よく分かる
ような気がしました。
　その後公民館で、「段畑を守ろう会」理事（松田さん）を囲んで、
簡単な意見交換会のようなものを行った際、思ったのが、この段畑
を維持していくのは、それなりの費用がかかり、また、今の状況で
は、段畑の維持は困難になっていく現実がある。その現実に立ち向
かうために、なんとか重い腰を上げてがんばっている段畑を守ろう
会の方々。しかし、ほとんどの方が、高齢者で、若い後継者がいな
い現実等、まだ多くの問題があります。この水荷浦段畑が、本当の
観光地になるには、まだまだ行政の力と市民の力を借りなければ無
理だと感じました。

盛運社出航➡宇和島湾➡遊子方面➡鯨塚見学➡ハマチ養殖イケス餌やり見学➡遊子水荷浦

①船での感想
　○ 大変良かった。船に乗るというだけで、観光客

はわくわくする。その着眼点はいいと思う。
　○ この水上タクシーは、雨が降ると、とても悲惨

な旅になりそうな気がしました。お世辞にも上
手いとは言えない船頭の説明ですが、コースと
してはとても良く出来ていると思います。　

②ガイドを受けて（座学・段畑を見ながら）
　○ 座学っぽいのではなく、もう少しエンターテイ

メント性があればなお良いと思った。
　○ その言わんとすることが、食後に歩いてみて分

かった。
　○ 段畑を守ろう会の松田さんのガイド。全体的に

非常にわかりやすい説明であった。
③昼ごはん
（だんだん茶屋オリジナルメニュー、アジの遊子丼￥650・男爵御膳￥650）
　○大変満足。
　○ ふかしじゃがいもは、うまい、安い。アジフラ

イうまいもっと宣伝すべき。
　○ 食事がとても美味しくて、さすが田舎のおばさ

ん、中途半端な料理人よりはよっぽどいい味出
していると思いました。「田舎のお袋の味」と
いった感じ。しかも値段がリーズナブルなのに
もっとビックリ。皆さんも一度試してみる価値
有りの隠れグルメだと思います。

■旅プラン日程表

水荷浦　段畑を旅して  　宮道　要亘

10:00
盛運社前

15:24
きさいや広場

10:３0
遊子水荷浦

11:00
だんだん茶屋

14:24
公共交通機関バスで
宇和島へ

万博丸（定員 12名、理想人員８名～）にて、海から段畑へ
４名　￥10,000（以降１人追加毎に￥2.300）

重要文化的景観「遊子　水荷浦段畑」
ガイド（段畑を守ろう会）による散策

だんだん茶屋にて昼食
（できれば、オリジナルメニュー）
だんだん屋で、限定「じゃがいも焼酎　段酌」おいています

④気づいた点
　○灰皿がない。
　○子供が、楽しめる事が少ない感じがする。
　○ ハマチ養殖イケス餌やり見学にオプションで、ハマチ釣り上げを

して、お土産にしちゃいますコーナーがあれば、もっと楽しいよ
うな気がします。

　○ 帰りは、バスできさいや広場まで帰って来たのですが、とてもの
んびりした宇和島観光でした。ただし、この旅プランは、若者よ
り年配者に向いている観光だと思います。

　○ 遊覧船とか魚釣りなどを絡めないと朝から夕方まで丸１日楽しめ
る場所ではない。

⑤全体の感想
　○良かったと思う。
　　 写真撮影ポイント等絶景ポイントに、分かるような表示があれば

良い。順路案内の看板があれば良い。
　　ガイド等にストーリーを持たせる。
　○ ゆったりと半日を使った、有意義な旅行プランだったと思う。普段、

宇和島で生活していても見られない養殖の仕事や遊子の文化や風
土を少しでも感じることが出来た。

　　 段畑はもちろんだが、遊子の海や養殖業を生かした体験プラン、
レジャー（ゴムボート、飛び込み台等）、釣り堀等のアトラクショ
ンもできればいいのでは。
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つくしんぼ

な　か

■住　　所　　宇和島市寿町２－２－１９
■営業時間　　11：00～ 19：00
■定　休　日　　月曜日

開店当時（1982年）から価格がそのまま
300円から
瓶入コーラ　￥100 （森岡　敏樹）

　濃厚でたいへん美味なお好み焼き！しかも火曜日（サービ
スデー）にはお好み焼き全メニューが500円で食べられる！ 
　そのボリュームと美味しさと価格に大満足のお店です！ 
　しかあぁぁし！ 　なんとそれだけではない！ 

　食事のあとには、二階に隣接のオート卓球ルーム、または一階のバッティング・
センターで気持ちのよい汗も流せる！ 
　おすすめは卓球ルーム！ 
　矢継ぎ早に飛び出してくるピンボン玉を打ち返せば、気分さっぱり、ストレス解
消間違いなし！ どうぞご利用くださいませ！ （佐々木　真作）

オススメ

ポイント

■住　　所　　宇和島市山際４－３－23
■営業時間　　８：00～19：00
■定　休　日　　水曜日

オススメ

ポイント

一押し

メニュー

ミックス
そば・うどん　

トッピング可（＋１００円）

梅ばち
■住　　所　　宇和島市恵美須町1丁目4-16
■営業時間　　昼前～19：00頃
■定　休　日　　木曜日

安い！旨い！漫画が沢山！

『儲けすぎない』

先輩のお勧めは『デラックス』
記者お勧めはミックスチーズ（どれも美味し
いけど）
350円から （秋場　芳文）

オススメ

ポイント
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宇和島宇和島

B級B級B級グルメ

知ってるようで

　見落としてる
？

食べたことあ
るようで

食べたことな
い？

企画研修委員会のメンバーが
巷の情報をたよりに取材してきました。お好み焼き特集お好み焼き特集
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新入会員・交代会員紹介新入会員・交代会員紹介新入会員・交代会員紹介

小
お

原
ば ら

　大
だ い

治
じ

（いよリカーおばら・ちょっとBar D）

①　酒屋　いよリカーおばら
　　ちょっとＢａｒ　Ｄ
②　映画
③　テレビを見てます。
④　働かざる者食うべからず

⑤　ブラジル
⑥　よろしくおねがいします。

①仕事の内容についてお聞かせください。
②趣味はなんですか。
③休日は何をしてすごしていますか。
④座右の銘・好きな言葉を教えてください。
⑤旅行してみたい所・行きたい場所。
⑥ＹＥＧ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

渡
わ た

辺
な べ

　大
だ い

助
す け

（㈲浅田砂利）

①　家屋解体、産業廃棄物、
　　砕石販売
②　格闘技　
③　子供と遊んでます。
④　有言実行

⑤　アメリカ、タイ
⑥　 出来る事からこつこつとガンバります。

兵
ひ ょ う ど う

頭　正
ま さ

紘
ひ ろ

（グロス）
①　サービス業（スナック）
②　ドライブ・マリンスポーツ
③　 家でのんびり、又は飲み

に行く
④　一期一会

⑤　北海道・福岡
⑥　 人との交流を大切にしたいので、イベントや

会議に、積極的に参加し、地域活性化につな
がる様、頑張ります。

亀
か め

田
だ

　尚
な お

人
と

（宇和島自動車㈱）

①　宇和島自動車貸切バス担当
　　業者さんへのセールス等
②　ソフトボール
③　家でゴロゴロ
④　感謝

⑤　沖縄
⑥　 少しでも協力できるようにがんばります。

中
な か

村
む ら

　健
け ん

一
い ち

（㈱コーノディレクション）
①　広告・印刷関連全般の営業をしてお
ります。名刺一つでもお気軽にお問い合
わせ下さい。新しい部門として「空間デ
ザイン」もいたしておりますので建築関
連の会員さんには現場の情報交換や見積
りにご協力いただけますれば幸いです。
② 　サーフィン（会長には勝てませんが
……）　ソフトボール（只今Ｂ級……）

③ 　サーフィンをしに子供を海へ連れて行くのですが、危ないの
で妻に叱られています…。

④　やれるかどうかは、やるかやらないか
⑤　仙台と静岡
⑥　 今は、復帰出来たことの嬉しさでいっぱいです。精一杯活動したいです。

11月21㈯・22日㈰（予備日23日㈪）
　第５回宇和島YEG杯中学校軟式野球大会
2010年３月４㈭・５㈮・６㈯・７日㈰
　全国大会えひめまつやま大会

● スケジュール ●

お
慶
び

お誕生おめでとう

　豊田　佳秀 君

　豊田　敬史 君

平成21年８月12日生まれ
豊田　佳志くん 

平成21年９月19日生まれ 


