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宇和島商工会議所　青年部

〈平成30年度スローガン〉

１年を振り返って✿✿✿✿✿✿✿ ✿✿✿✿✿✿✿

　豪雨の影響で中止となった、県大会うわじま大
会でしたが、準備に関わってくれた全ての関係者、
並びに宇和島ＹＥＧメンバーに先ずはお礼を言い
たいと思います。
　中川県連会長に県大会実行委員長として指名し
て頂きましたが、私の力不足の為にメンバーには
大変な思いをさせてしまったなと思っています。
　当日、中止の判断をした瞬間から来賓の方々や
関係先に連絡をし、各会場の片付けを昼前までに

したＹＥＧメンバーの団結力は、本当に心強く流石だなと思いました。
　今回の県大会は残念ながら中止となりましたが、実行委員長として
このような貴重な経験をさせてもらった事を忘れず、今後のＹＥＧ活
動に活かしていきたいです。
　最後になりましたが、一年間本当にありがとうございました。

県大会実行委員長　井上　和也

　本年度副委員長として始まりましたが11月の委
員会から前委員長の諸事情により委員長として事
業をまとめる立場になりました。唯一の事業とし
て婚活イベント「オリジナルカクテルパーティー」
を３月３日に開催するはこびとなり、ほんとに準
備期間の無い中委員会メンバーをはじめたくさん
の方々に助けていただき男性16名、女性18名が参
加する婚活イベントを無事開催できました。ここ
数年一般会員としてＹＥＧの事業に携わって来ま

したが、委員長として事業を行う責任感や大変さを改めて実感しま
したし反対に充実した達成感も味わうことが出来ました。１年間お
世話になりました。 地域事業委員長　豊島　竜二

　平成30年度、今年度は自分にとって様々な発見
と挑戦と失敗をする事が出来た年になりました。
会員交流委員会としては、自粛した事業もありま
すがその他の事業では会員同士の交流の場を設け
れたのではないかと思います。２度目の委員長を
やって学んだことは、何か行動をする時は身近な
メンバーにまず相談すること、話し合うことの大
切さ、そしてなにより否定しないことの大切さで
す。これから先も様々な事業を行うにあたり、ど

んどん可能性を増やしていきます !!
　まだ事業も残ってますし今年度やりたいと思った事をやりきっ
て、来年度に向けていきます！僕たちは、出来る !!
 会員交流委員長　三瀬　重幸

　あっという間の１年間でした。単会内の仕事を
すべて木下副専務に任せ、僕の使命はただ一つ「会
長についていくこと」でした。県連、四国ブロッ
クの会議をはじめ、会長会議や研修会にも同行さ
せていただいて、たくさんの人と出会い、様々な
思い・考えに触れて、本当に貴重な経験をさせて
いただきました。運営専務としては、もっと各委
員長のサポートができたらよかったなーとか、何

回か欠席してしまったなーとか悔いが残ることもありますが、それ
は来年度以降別の形でリベンジしたいと思います。１年間支えてい
ただきました会員の皆様、関係者の皆様、本当にありがとうござい
ました。 運営専務　沖　　良彦

　今年度は広報委員長として主に青風発行やＹＥ
Ｇ杯をさせていただきました。個人的に２回目の
委員長でしたが広報委員会は初めてで何をしてい
いのか分からないことが多々ありました。そんな
未熟な自分でしたが委員会メンバーやほかの委員
長の協力があり事業を行うことが出来ました。ま
た委員長に指名してくださった松岡会長には陰で
支えていただき多くのことを学ばせていただきま

した。多くの方の支えがあり委員長を全うすることが出来たと思い
ます。この経験を仕事でも活かせるよう頑張りたいと思います。１
年間ありがとうございました！
 広報委員長　今城　翔太

　去年に引き続き祭りの頭を今年度もやらせて頂
き石河松明隊長、下口警備隊長と共に今年も和霊
大祭を盛り上げるぞと意気込んだのが４月の事で
した。
　例年通り着々と準備を進めて行きましたが７月７
日西日本豪雨でやむなく祭りも中止になってしまい
ました。
　お神輿が神事を行うのであればＹＥＧも参加をさ
せてほしいと市長と会う機会があったのでお願いし

ましたが今回は我慢してほしいという返答でした。
　10年と少しＹＥＧに所属して祭り事業に全力で取り組み楽しんできた
自分にとってラストイヤーに法被が着れないのはかなり辛かったです。
　来年からＹＥＧ現役として祭りに携わることはできませんが先輩か
ら受け継いだものを全力で出し切り大変な中にも楽しい祭り委員会に
してもらいたいと思います。 まつり頭　松浦　　忍

　時間の経つのは本当にあっという間で、自分が委
員長になり早くも１年が過ぎようとしています。４
月の総会に始まり、２度の臨時会員総会、現在は
卒業式の資料作り・準備に追われています。元々
要領よくやれない自分が今を迎えているのは、委
員会に参加して貰い協力してくれたメンバーのお
かげです。みんな本当にありがとうございました。
この１年を通じて一番嬉しかったのは、１月の担当
例会の日、体調を崩してしまった自分に、みんなが

「来るな」・「休め」・「なんとかする」と言ってくれた事です。あの日の
例会・臨時総会、通路から中の音だけでも聞きたかった、みんなの雄
姿を感じたかったのが本音です。本当にありがとう。これからのＹＥＧ
活動の中でみんなに恩返しをします。これからも宜しくお願いします。
１年間本当にありがとうございました。 総務委員長　畑中　　聡
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県連旗伝達式 

 もちつき事業 ＯＢクラブ新年会 

ＹＥＧ新年会 西条YEG交流会 

12/７㈮

12/16㈰ １/７㈪

１/18㈮ １/25㈮

　12月７日㈮に県連旗伝達式を県連理事会終了後、行いました。
　本来なら県連旗伝達式は、愛媛県大会うわじま大会で開かれる
はずでしたが平成30年７月豪雨の為中止となり、県連旗の伝達が
出来ておりませんでした。
　今回、県連の方にお願いして開催して頂きました。
　来賓・各単会の皆様に多数参加して頂き、内藤次年度県連会長
や四国中央ＹＥＧの皆様に県連旗を引継ぎました。
　宇和島ＹＥＧの想いも一緒に引継いで素晴らしい大会にしてい
くとの挨拶を頂きました。
　その後には、四国中央ＹＥＧさんの県大会ＰＲがあり魅力的な
大会になりそうなので、皆さん愛媛県大会四国中央大会に多数で

　１月７日、かどや弁天町店にてＯＢクラブ新年会が開催され
ました。
　松岡会長以下15名で参加させていただきました。清家代表幹
事、岡原市長の新年の挨拶に身の引き締まる思いがしました。
ＯＢの皆様に新年の挨拶をさせていただき楽しい時間を過ごせ
ました。次年度の井伊君の挨拶もあり、新しい年の始まりを感
じました。
　開催予定の県大会の助成金も残っているので、新しい事業や
困ったことがあれば、いつでも相談に来いと温かいお言葉をか
けていただき、改めて親会の有り難さを感じた夜でした。
 直前会長　高田　賢治

　1月25日に西条ＹＥＧさん16名、宇和島ＹＥＧ19名にてかど
や本店で交流会をしてきました。
　岡原市長に頂いた虎の尾も、一瞬で飲み干すほどの交流会が
できたかと思います。
　二次会もLUVESさんにいき、西条さんのカラオケの盛り上
げ方が凄い上手でした。
　すごく楽しい交流会でした。 監事　井上　真紀

　もちつきといえば井上和也くんというのが定着しつつ、毎年
恒例のもちつきを住吉公民館にて行いました。今回はもち米20
キロに減らしての挑戦。天候は雨でしたがテントを用意してい
たのと会員の子供たちの手伝いもありスムーズに作業できまし
た。持ってかえる餅が少なく感じたので次回はもち米30キロに
戻すそうです。次回はさらに新たな参加者を募って餅をつけた
ら楽しくなるのかなと思います。もちをついてみんなで繋がっ
ていきましょう。

広報委員会　村井　宝史

　平成31年１月18日、恒例の「新年会」を『ほづみ亭』で開催
しました。市長、その他、多くの関係者の方々に出席してもら
うことができ、現役のＹＥＧメンバーにとって有意義な交流の
場となったと感じています。
　会の終盤で行われたビンゴ大会では、今までと違ってタブ
レットを使い、来賓、ＯＢなどの参加者にスタート・ストップ
をクリックしてもらうことで、例年にないくらい盛り上がりま
した。
　今後もこのよ
うな会を通じて
多くの方々と交
流ができればと
思います。
会員交流委員会
　田中　秀忠

参加しましょう !!
　最後になりますが、参加して頂いた宇和島ＹＥＧの皆様有難う
ございました。

県大会実行委員長　井上　和也
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２月委員会アワー 翔生塾 in 宇和島

婚活事業 第38回全国大会みやざき大会 

県連会長を務めて

２/21㈭ ３/１㈮

３/３㈰ ３/８㈮～10㈰

　２月委員会アワーでは今年の10月１日より導入開始となる消

費税軽減税率制度について、宇和島税務署より森田様を講師に

招いて講演をしていただきました。経営者としてではなく消費

者目線で話を聞かせていただいた身

としては、「職員食堂はどうなるの

だろう？」など疑問な点があったた

め非常に身になる講演であったと

思っています。ＹＥＧメンバーの皆

さんには来る日に備えて今回の講演

を参考にしていただければ幸いに思

います。最後に委員会アワー開催に

あたってご協力いただいた皆さん、

ありがとうございました。

広報委員長　今城　翔太

　３月３日日曜日に婚活事業としてオリジナルカクテルパー

ティーをクレメントホテルで男性16名女性18名の中行われまし

た。会長の乾杯の発声でスタートし途中のアトラクションでは

グループ対抗でスケッチブックを使った伝言ゲームをし、盛り

上がりをみせ、緊張していた参加者も和やかな雰囲気になり、

すごく楽しそうでした。

　このカクテルパーティーで繋がりのキッカケになり、宇和

島が少しでも盛り上

がっていってくれた

ら、嬉しいと思って

います。

地域事業委員会　

石河　康司

　県連会長なんてホントにできるんかな…。
　そんな想いからはじまった会長職。平成29年
10月からの１年半、日本・四国ブロック・県連
出向、移動日も合わせると100日ほど宇和島に
いませんでした。森岡県連運専、﨑須賀県連事
務局をはじめ、宇和島ＹＥＧメンバーの皆さん
のお陰で、なんとかやり遂げたかなと思ってい
ますが、思い返すと平成30年度は激動の１年で

ありました。
　７月７日の県大会うわじま大会が豪雨災害により中止。多くの
大洲ＹＥＧのメンバーが被災され、宇和島市も吉田町の土砂災害。
すぐに、県連の理事である会長の皆さんにＳＯＳを出したところ、
たくさんの支援物資、支援金を、さらには、ボランティア活動に
もご協力いただき、県連会長として感謝と共にたいへん心強く思
いました。

　パッション!!響きわたる日本ＹＥＧ内田会長の挨拶から盛大
に開催された懇親会。
　全国各地から宇和島に集まるような大きなイベントに初めて
参加させていただき、この日本ＹＥＧの凄さを肌で感じました。
　また、準備などを進めていただきました、中川県連会長、松
岡会長をはじめとする皆様大変お疲れ様でした。
　懇親会で私はアトラクションの司会を担当させて頂きまし
た。アトラクションも多少のハプニングはありましたが、中川
県連会長（エビ）、松岡会長（あがり）が体を張っていただき
盛大に盛り上がったと思います。
　翔生塾に関しましても、未来の
行く末を感じるような内容で、今
後の社会のあり方が大きく変化す
るのではと予感させる講演でした。
　また、全国各地の皆様から2018
年の西日本豪雨災害について温か
いお言葉をもらい感謝の気持ちが
溢れてきました。
　改めて皆様お疲れ様でした。こ
のような機会を与えていただきあ
りがとうございました。

広報委員会　兵頭　信哉

　３月８日から３月10日まで３日間、日本商工会議所青年部　第
38回全国大会　日本のひなた　みやざき大会に11名で参加して
きました。
　１日目には大懇親会に、２日目には式典へ出席をし、全国のＹ
ＥＧメンバーと交流を深め、素晴らしい式典を体験することが
できました。その他、宇和島ＹＥＧのメンバーだけでも宮崎青島・
大分うみたまごの観光、夜の懇親会、今城委員長の女装癖、森
岡さんのおもしろ体験談等、ここでは書ききれないぐらいとて
も楽しくおもしろい３
日目でした!!
　みなさんも是非、次
回全国大会へ参加して
みて下さい!!

副会長　亀田　尚人

　また、日本ＹＥＧに愛媛県の代表理事として出向し、役員会に
出席のため、北は北海道の帯広から南は沖縄の宮古島まで飛び回
りました。その土地で仲間に出会い、素晴らしい時間を過ごせた
ことは私の財産です。
　私が日本に出向していて何をしているのか？それを少しでも多
くのメンバーの皆さんに理解していただきたく日本ＹＥＧの翔生
塾を３月１日、宇和島で開催。Googleの亀井講師によるＡＩ（人
工知能）によるご講演はこれからの私たちの仕事の在り方につい
て大変勉強になったのではないかと思います。また、宇和島ＹＥ
Ｇメンバーの皆さん、懇親会の設えありがとうございました。た
くさんのメンバーの皆さんから宇和島楽しかったとお褒めのお言
葉を頂戴しております。
　この翔生塾により、私が日本に出向していた意味が少しでも
解っていただけたのではないかと思っています。
　最後に、一言でまとめますと、
　とにかく、義理と人情、やせ我慢で乗り切った１年半でした。
　皆さんのご支援、ご協力、本当にありがとうございました。

愛媛県ＹＥＧ連合会　会長　中川　秀樹
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卒業によせて……
卒業　１年を振り返って
　卒業にあたって振り返ってみるといろんなこと
が思い出されます。
　まず平成19年の８月に入会させて頂いて初めて
の例会が家族例会でした。
　そこで初めて中畑ＯＢとお会いし「新入会員の
松浦くんていうんか、まあとりあえずこれ飲んど
けや」って無茶苦茶アルコール度数の高い中国酒

を飲まされたのを思いだします（笑）
　祭りの松明隊長、常設委員会の委員長、役を任され大変な思いも
しましたがその経験が今生きていると思います。
　先輩にも可愛がって頂き、ハチャメチャなお酒の飲み方も教えて
頂き本当に楽しい時間を過ごさせてもらいました。
　少し残念なのが先輩の教えを後輩に伝えれたかなと思うとできて
なかったなという思いはあります。
　ＹＥＧで頑張れば頑張るほど辛くてしんどいことも増えますが得
るものも沢山あると思います。なにかの縁で入会した会です、自分
のスキルアップ会社の発展のためにいろんな意味でこの会を利用し
てもらいたいと思います。
　12年間本当にありがとう。 松浦　　忍　

卒業によせて
　ＹＥＧメンバーになってから、色々な方と知り合
い、人として大切なことを学ぶことができました。
　尊敬している大先輩や仲間のお名前とその素晴
らしいところを詳しく書きたいところですが、文
字数に限りがあるため、直接お会いしたときに伝
えさせていただきます。
　様々な関わりの中で学んだことは礼儀です。社

会人として、わきまえて然るべきことを再確認することができまし
た。特に、言葉の大切さを実感する場面にたくさん出くわし、「言葉
は心を写す鏡」だと改めて感じました。
　これまで私のことを気に掛け、仲良くしていただいた皆様、ＹＥ
Ｇを卒業しても変わらず仲良くしてください。またＬＩＮＥします。
 谷田　真紀　

　平成24年度から今年度まで７年間の青
年部事務局を担当させていただきました。
就職１年目の右も左もわからない職員が、
すぐに事務局を担当ということで皆さん
には色々な点でご迷惑をおかけしたので
はないかなと思いますが、個人的には様々
なことを勉強させていただき、非常に充

実した７年間を過ごさせていただきました。今は少し淋しい気持ちも
ありますが、来年度以降も商工会議所職員として形を変えてサポート
ができれば幸いです。
　今後の皆様の活躍を楽しみにしています。本当にありがとうござい
ました。 﨑須賀爵行　

　あっという間の３年間でした。
　ＹＥＧメンバーとしてたくさんの事業に携わっ
た中で印象に残っていることがいくつかあります。
入会後、初めて参加した徳洲会病院祭では大好きな
牛鬼キャラクターのもーにくん、もーにちゃんを発
見して事業ほったらかしで一緒に記念撮影したこ
とを今でもはっきり覚えています。和霊大祭では走
り込みに松明隊として参加し初めて須賀川に入る
という初体験をさせてもらいました。そして何よ

り青年部の活動に慣れ継続して参加することができたのは新入会員
の私に気さくに話しかけてくれたメンバーの温かさに尽きます。不
安だらけで何をすればいいのか分からない時に声をかけてくれたり
食事会に誘ってくれたりと非常にうれしかったです。この温かさに
触れることができ、なんとか応えたい気持ちから可能な限り委員会、
例会、各事業に参加することができました。少しでも力になれてい
たなら幸いです。もっと積極的に新入会員のみなさんに声かけして
コミュニケーション取ってればよかったと後悔しています。委員会
の役を受けなかったこと、事業の責任者として携わることができな
かったことを申し訳なく思っています。
　最後になりますが３年間もＹＥＧ活動に参加させてくれた会社に
感謝です。貴重な経験をさせていただきました。社会人として成長
できたと思います。
　そして家族の協力、理解がなければ継続できなかったと思います。
これからはＹＥＧ活動に当ててた時間を家族サービスの時間に使っ
て家庭人としても成長できればと思っています。
　出逢いに感謝　ありがとうございました！ 安田　　桂　

　ＹＥＧに入って３年、色んな事がありました。
　最後の年度は監事!!えっできるの!?と思いながら
１年が過ぎて、まともな事も言えず、こんな経験
今までの自分の美容師だけの生活では無かったと。
これもすごく良い経験できたなと思いました。３年
ではＹＥＧはなかなかわかるものではないんだな
と。ＹＥＧに入れてメンバーと出会えた、この３年、
本当にありがとうございました。
　本当に色んな経験をさせて頂き、今から先の人

生でも何らか頑張ります。 井上　真紀　

　来年度から青年部事務局を担当させていただく
こととなりました、会議所４年目の伊井開成です。
まだまだ分からないことばかりで、不安な気持ち
でいっぱいですが、歴代の事務局のように青年部
のお力になれるように努めてまいります。また青
年部活動を通して皆様と一緒に若い力で宇和島を
盛り上げていきたいと思います。

　ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、一生懸命頑張りま
すのでご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
 伊井　開成　

平成31年１月11日㈮
愛媛県商工会議所青年部連合会　新旧合同三役会
高田、中川ひ、森岡、﨑須賀

平成31年１月19日㈯
日本商工会議所青年部　第275回役員会（三重県桑名市）
中川ひ

平成31年１月29日㈫
愛媛県商工会議所青年部連合会　未来委員会　四国中央市視察研修
井伊、中川ひ

平成31年２月１日㈮
商工３団体青年部四国トップ会議
中川ひ

出 向 情 報

﨑須賀事務局のＹＥＧ活動を振り返って 新任伊井事務局の挨拶と抱負

平成31年２月２日㈯
商工３団体青年部スポーツ交流会
高田、中川ひ、森岡

平成31年２月16日㈯
四国ブロック商工会議所青年部連合会　第６回役員会
中川ひ

平成31年３月７日㈭
日本商工会議所青年部　第276回役員会（宮崎県宮崎市）　
中川ひ

平成31年３月23日㈯
日本商工会議所青年部　第277回役員会（長崎県島原市）
中川ひ

Before After


