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　平成という一つの時代が終わり、令和という新たな時代の幕開けとなる今年
度、宇和島商工会議所青年部は34年目を迎えました。
 　私達青年部は、商工会議所活動の一翼を担い行動している団体です。会員
の１人１人が商工業の発展と地域貢献に繋げていき、これを実現する為には出
会いを大切にし、繋がりを共有し、みんなで自己研鑽し、学び合う事が必要です。
　ただ、青年部は楽しい事業ばかりではありません。内容がつまらないと感じ
たり、ハードなスケジュールで体力的に疲れたり、事業の企画が上手く進まず
に精神的に疲れたり、そんな事業もあります。そういったマイナスの感情を抱
いている時こそ周りから見られ、その時の行動で評価されます。
　なによりも必要なことは仲間で笑い合う事です。人は楽しさに集まる生き物
です。仲間たちと笑顔で困難を乗り越える。笑う事は人間のみに許された特権
であり、無償で作ることが可能です。
　今年度、熱くなろう冷静に、笑おう苦しい時こそ仲間と共に。

 【今年度スローガン】
「My Life」〜夢へと続く道〜
私の人生、何かの夢に向かって進んでいく。どうせやるなら前向きに取り組もう。
苦手なことこそ乗り越えれば自信につながる。そこにこそ自由と創造の喜びが
あり、夢と生きがいが生まれる。何かの夢に向かって進んでいこう。
みんなの夢は何ですか？

　微力な私ではありますが、どうぞ一年間お力添えください。よろしくお願い
します。
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令和元年度のYEGメンバーです。
１年間よろしくお願いします。

～夢へと続く道～
Start

令和元年度会長
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　３月24日に第54回たまらん会を、宇和島カントリー
倶楽部で行いました。河野ＯＢと松浦君・安田君２人の
卒業生と、晴天の中プレーする事ができました。優勝は
松浦君でしたが、何より安田君がブービー賞で、炊飯器
をゲットされた時のヤッターの声と笑顔が印象に残りま
した。
　皆さんのご参加お待ちしております。

副会長　畑
はた
中
なか
　　聡
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　4月21日㈰に通常会員総会が行われ、昨年度の事業報
告と収支決算ならびに今年度の事業計画と収支予算を議
案として審議されました。
　ご多忙の中多数のご来賓の皆様にお越し頂きメンバー
一同、身の引き締まる思いで議案に臨めたのではないか
と思います。
　進行もスムーズに行われ新しい年度の始まりに相応し
い会にすることができました。

総務委員会　中
なか
澤
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　総会後の懇親会を前期新入会員歓迎会と兼ねて行い、司会を担
当させていただきました。乾杯後、会員は名刺交換などで来賓者
へ挨拶を行っていました。アトラクション「箱の中身はなんだろな」
では見えない物を手で触れて当てるもので、挑戦してくれました
岡原市長・永田副会頭・新入会員の阿部くん・直前会長松岡くん・
箱の中身担当してくれました井伊会長、良いリアクションありが
とうございました。来賓の皆様や会員のみんなにも楽しんでいた
だけたと思います。今年度、いよいよ始まりました。みんなで楽
しみながら協力し頑張っていきましょう。

会員交流委員会　村
むら
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新入会員  New face
（同）あべ家
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　一つ一つの出会
いを大切にし、多
くのことを学び、
挑戦していきたい
と思っております。

BOOBY
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　自分は、地元で、BOOBYというイベントボックス
をやっていて、今年で９年目になります。
　宇和島から外に出て行くのではなく県外のアーティ
ストを宇和島に呼び、県外に観に行くのでは無く、地
元で見てもらい、アーティストの人にも宇和島を知っ
てもらい、美味しい料理を食べてもらったり、宇和島
市独特の雰囲気を感じてもらうために、やっています。
　さらに、アーティストを目指している人のバックアッ
プを出来るように頑張っています。

（有）アクアプラス
西
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1年の目標……
　今回から参加させて
もらい、初めての事も
多いので、少しでも地
域貢献、自分のスキル
アップに繋げれたらと
思います！

平成31年４月12日㈮
愛媛県商工会議所青年部連合会　第１回理事会：井伊、三瀬、高田、
中川秀、伊井、（﨑須賀）
愛媛県商工会議所青年部連合会　未来委員会：下口、兵頭信、中川誠

平成31年４月23日㈫
日本商工会議所青年部　全国会長会議（東京都）：井伊
令和元年５月８日㈬
令和元年度ホッと南レク活性化全体協議会：第１回委員会：藤野、伊井
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総会後懇親会＆前期新入会員歓迎会　4/21㈰通常会員総会　４/21㈰たまらん会　３/24㈰

ご入籍おめでとう

慶弔情報
石河　康司くん　3/28
兵頭　信哉くん　5/1

2019  委員長 紹介

地域防減災力向上委員会

　委員長　山
やま
本
もと
　太

た
一
いち

　本年度、地域防減災力向
上委員会の委員長を務めま
す山本太一です。個人はもと
より企業や団体、行政機関等
でも喫緊の課題となっている
防減災力。会員個々の知識
やスキルを高め地域社会の
防減災力の向上に取り組み、
豊かで住みよい郷土づくり
に貢献していきたいと思いま
す。１年間、どうぞよろしく
お願いします！

広報委員会

　委員長　岡
おか
野
の
　太
もと
春
はる

　2019年　『広報委員会』の委
員長をします岡野　太春です。
　新しい元号『令和』がスター
トしました。今年のYEGは何か
が違う。いやきっと違う。広報
委員会は、そんなYEGのメン
バーの熱い思いをいろんな形で
広報していきます。
　今年１年間皆様よろしくお願
い致します。

総務委員会

委員長　板
いた
崎
ざき
　聖
せい
治
じ

　総務委員会では４月通
常会員総会をはじめ、臨時
総会から卒業式、その他役
員会を行うための資料作り
を行います。今年度は餅つ
き事業も行います。
　初めての委員長でわか
らないことばかりですが、
どの事業もしっかりと準備
をして委員会メンバーと力
を合わして頑張っていきた
いと思います。よろしくお
願いします。

まつり特別委員会

　頭　石
いし
河
こ
　康
やす
司
し

　本年度、まつり特別委員
会の頭をさせて頂く事にな
りました石河康司です。頭を
やる事は初めてなので、右
も左もわからないことばかり
ですが、一生懸命楽しくま
つりを成功させれたらいいと
思っています！ 去年豪雨災
害で出来なかった分、今年は、
去年の分までみんなの心に
火が灯るように頑張っていく
ので、１年間よろしくお願い
します！ ワッショイ！ 

YEG杯特別委員会

委員長　兵
ひょうどう
頭　信

しん
哉
や

　皆さま初めまして！こ
の度YEG杯特別委員会委
員長になりました兵頭信
哉です。歴史ある大会に
なっているYEG杯を今年
も大成功できるように努
めて参ります。
　また、スポーツを通じ
て子ども達に色々な経験
をしていただき、チーム

の輪を広げていただけたらと願っています。
まだまだ未熟者の私ですがどうか１年よろし
くお願い致します。

会員交流委員会

　委員長　豊
とよ
田
た
　敬
たか
史
し

　平成13年11月21日、宇和島商工
会議所に入会。その時、所属になった
のが会員交流委員会でした。月日の経
つのは早いもので、会員交流委員会委
員長は２回目のお役になります。
　私が入会した当時は、正直“はちゃ
めちゃ”と言っていいほど、それはそ
れは楽しい時間だったと思います。昨
今ほどコンプライアンスは高くなかっ
たからでしょうか。でも楽しかった。
楽しいから人が集まる。人が集まるか
ら楽しい。そんなプラスのスパイラル

になるような委員会活動をし
ていきたいと考えております
ので、皆様にこぞって参加さ
れるよう切に願う今日この頃で
す。追伸：私はコンプライアン
スの塊なのでご安心ください。
１年間、どうぞよろしくお願い
します！
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