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会長　井伊　勇二

2019年度　委員長お疲れ様でした
　本年度、地域防減災力向上委員会（長い……）の
活動にご協力頂きまして心より感謝申し上げます。
初の委員長という重圧の中でしたが、ベテラン副委
員長をはじめとする頼れる同級生たち、年齢は下で
すが頭の下がる尊敬する後輩たちに囲まれ何とか１
年間を終えることができました。地域の防減災力の
向上という難題への取り組みで、自衛隊、宇和島市、
PTAとの連携等々、運営側として至らぬ点多々あっ
たとは思いますが、皆様の地域への防減災に対する
意識向上の契機となったならば幸いです。改めて、
１年間、ありがとうございました!!

地域防減災力向上委員長　山本　太一

　初めての委員長!! やっていけるだろうか？という
不安からスタートしましたが、気づくと終わってま
した（笑）面倒な事もたくさんありましたがとても
楽しかったです☆
　なんせバカな委員長なので色々な方にたくさん助
けて頂きました。（感謝）そしてメンバーの人に『広
報委員会　超楽しい』という言葉を頂いた時はとて
も嬉しかったです。広報委員会で良かった♪このメ
ンバーで良かった♪
　皆さん今年１年本当にありがとうございました。

広報委員長　岡野　太春

　ワッショイ！！　
　今年１年まつりの方でお世話になりました。青年
部の皆さんのおかげで、無事に何事もなく安全に運
行ができ、松明も綺麗に灯すことができました。次
年度も頭をやらさせてもらいますので。青年部メン
バーの皆さんにまた、ご迷惑をおかけする事がたく
さんありますがよろしくおねがいします！　　
　本当に１年間ありがとうございました。

まつり特別委員会　頭　石河　康司

　令和という新しい時代の始まりにふさわしく、わ
たくし、豊田敬史が会員交流委員会委員長になって
はや１年が経とうとしています。久々の委員長では
ありましたが、新入会員歓迎会・家族会等の会員間
交流の事業を行ってきました。どの事業もみなさん
のご協力もあり、無事終えることが出来てほっとし
ています。最後に追い出しコンパの事業も残ってお
ります。最後までみなさんよろしくお願いします！

会員交流委員長　豊田　敬史

　今年度、総務委員長をさせて頂きました。気が付
けばあっという間の１年でした。
　初めての委員長で分からないことばかりでしたが、
委員会メンバー含めたくさんの方に助けて頂いてな
んとか頑張ることができました。
　総務委員会が担当した通常会員総会や臨時会員総
会では、当日前に行うリハーサルにも、たくさんの
方に参加して頂き当日も乗り切ることができました。
　この１年で学んだことを仕事やこれからの青年部
活動で生かしていきたいと思います。
　１年間本当にありがとうございました。

総務委員長　板崎　聖治

　１年間を振り返るととても早い１年でした。
　YEGに入会し２年目での委員長！右も左もままな
らない状態で不安なスタートだった事を思い出しま
す。でも始まるとメンバーの方々が色々と助けてく
れて無事にYEG杯を終える事ができました。
　また、１年間委員長を経験させていただいた事で、
YEGがどのように運営されているかや、地域との関
わり方や、組織の大きさなどを肌で感じる事ができ、
私自身とても勉強になりました。
　改めてこれからもYEG杯が続いていく事を願って
おります。本当に良い大会です。
　１年間支えてくれた方々感謝致します。
　ありがとうございました。　

YEG杯特別委員長　兵頭　信哉
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〈令和元年度スローガン〉

　この青風が発行される頃には早いもので会長任期の終わりを告げる春を迎えます。
　就任当初は長く険しく見えた道のりも、振り返れば少し儚く思える平らな道であった様に思えます。これもメンバーのみなさんはも
とより、これまで出逢えたすべての方々のおかげだと心より感謝しております。
　さて、近年ＡＩという言葉をよく耳にします。科学技術の発展は、生活を豊かにし時に人類が積み上げた物を凌駕する事もあります。
しかし人類は繋がり想いやる「心」を持つ事ができる生き物です。この１年みなさんとともに泣き、笑い、多くの事を共存し合えるこ
とができ大変嬉しく思っております。
　この度ご卒業される先輩方おめでとうございます。これからの先輩方のご活躍とご健勝を心から祈念申し上げます。また、これから
も青年部へのご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
　最後になりますが１年間支えていただき本当にありがとうございました。

～夢へと続く道～
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Q２．YEGに入って一番思い出に残っている事は？
　Ａ．家族会
Q３． YEGに入会する前と入会した後の気持ちの変化は？
　Ａ．色んな人との出会いに感謝
Q４． 後輩に一言
　Ａ．時間と家族は大事に使い分けて
Q５． 今後の事業の目標は？
　Ａ．全ての人が健康な身体と笑顔になる様に追求していき家族をしっかりと養う

Q１．YEG生活を漢字一文字で例えると？

Q１．YEG生活を漢字一文字で例えると？

Q２．YEGに入って一番思い出に残っている事は？
　Ａ．祭り
Q３． YEGに入会する前と入会した後の気持ちの変化は？
　Ａ．継続
Q４． 後輩に一言
　Ａ．継続は力なり
Q５． 今後の事業の目標は？
　Ａ．最善を尽くして継続

優

脂汗

門田　誠治
居酒屋　もんた
H18.2 入会

中川　誠一
㈱モテコロラボ
H19.8 入会

　振り返るとほんとんど参加することも出来ず、なんのお役に立つことも出来ず助けて頂くばかりのYEG
生活でありました。そんな私ですが、卒業まで継続出来たことを感謝しております。
　しかし、こんなYEG生活でしたが継続する事によっていろいろな経験をさせていただきました。
　今後この経験を振り返り皆様の行動力や思考力を振り返り、人生の参考にさせて頂き、少しでも人のお
役に立てていければと考えております。
　私に関わって頂いた皆様、誠にありがとうございました。

　皆様のお陰で無事に宇和島商工会議所青年部を卒業致します。脂汗
　本当にありがとうございました。お世話になりました。
　ご存知の通り、ハートが弱くて不器用な人間で迷惑ばかりおかけしましたがメンバー皆様には、自分が欠けた穴を素早くカバーして頂いたり、
励ましのお言葉を沢山かけて頂きました。今年度会長井伊勇二君からは最後理事に呼んで頂きました。本当に感謝しかありません。ありがとう
ございます。
　最後の１年間で今までの青年部活動を振り返り自分自身をしっかりと見直せる時間を過ごすことが出来ました。これからはこの経験を活かし
て人間の笑顔を追求する為に、身体の悩みを解決出来る中川誠一を務めていきたいと思います。皆様遠慮なくモテコロラボご連絡下さいね。
　090－1004－2502ですよ！
　現役の皆様本当にありがとうございました。時間の使い方、お金の使い方、家族と青年部の使い方に気を付けて下さいね。甘える時は甘え　
強がる時は強がるのバランスを上手にとって下さい。自分はほとんど失敗しましたが。笑笑
　最後にまた感謝の意を込めて現役メンバー、OBメンバーの皆様本当にありがとうございました。これからも甘えて、強がりますので末永く
よろしくお願い致します。

2019年度　卒業生
卒業おめでとう
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Q１．YEG生活を漢字一文字で例えると？

Q１．YEG生活を漢字一文字で例えると？

Q２．YEGに入って一番思い出に残っている事は？
　Ａ．豪雨で県大会うわじま大会を中止にしたこと
Q３． YEGに入会する前と入会した後の気持ちの変化は？
　Ａ．たくさんの人に出会いたい気持ちで入会
　　　色々な役目をさせていただきたくさんの人に出会えました！僕の財産です^_^
Q４． 後輩に一言
　Ａ．県連や四国ブロックにも出向して色々なことを現地で感じてください！
Q５． 今後の事業の目標は？
　Ａ．まだまだ真珠を極めていきます！

Q２．YEGに入って一番思い出に残っている事は？
　Ａ．30周年でステージから見た景色
Q３． YEGに入会する前と入会した後の気持ちの変化は？
　Ａ．別に……
Q４． 後輩に一言
　Ａ．普通が一番　つまらんで
Q５． 今後の事業の目標は？
　Ａ．毎年　ちょっとだけ成長し、気付けばスタッフと支店が増えている

酒

増

中川　秀樹
ナカガワ真珠
H22.4 入会

高田　賢治
高田実業
H23.4 入会

　平成11年４月から２年間、まだ24歳の時に入会した時は現OBの皆様に可愛がられてお酒もよく飲みに行きました。独立して平成22年４
月に再入会して10年が経ちますが、フル活動していた感じです。その中でも日本YEGに出向した１年半と県連会長をさせていただいた期間は
YEGの活動の中でも素晴らしい出会いもありました。このように誰もができない経験ができたことメンバーの皆さんに感謝申し上げます。
　若い時は大好きな先輩をみつけて、その人みたいになりたい気持ちでいつも例会などに参加をしていました。ぜひ、皆さんも目標となる好き
なメンバーを見つけて自分も成長できる交流をそして活動をしていってください。
　YEGメンバーは日本全国にいます。凄いメンバーがたくさんいます。もっともっと違う場所へ行ってみてください。
　きっと何かが変わってくると思いますよ^_^
　では、４月からはOBとして皆さんを見守っていきたいと思ってます。あとは頼みます！

　YEG生活は９年になるようです。初めは少しやる気で入会したのですが、次代への先導者としてやら、地域を支えるやら、青年経済人やらと
上から目線で、さも我々が選ばれたような感じの綱領、指針に違和感を感じ、一歩引いた立場で見ていました。
　また、平日の昼間に集まれ！準備をする！土曜、日曜に『登録』と言葉を変えた飲み会に参加する。時間は創る物だと全く理解できないアド
バイスをされ、、ますます足は遠のいていきました。転機は委員長になり、メンバーと共に新しい経験をしたことに尽きるかもしれません。綱領、
指針が素晴らしく聞こえ出し、YEGの歌を口遊むようになりました。簡単な人間やなぁ……。
　一番好きなのは『歴史の舵はいつの世も、熱ある者が取ってきた』その通り！！って思います。様々な事情があるでしょう、タイミングもある
でしょう、熱も長くは続かなくても良いんです！！ＹＥＧで熱をもって何かをやってみろ！！地域の為に、日本の為と高尚な目標なんていらな
い。自分の為に活動しろ、自分の成長の為だけに活動しろ。お前の成長は会社の為になり、家族の為になり、そして地域、日本の為になるんだ
から。と自分に言い聞かせております。

2019年度　卒業生
卒業おめでとう
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Q２．YEGに入って一番思い出に残っている事は？
　Ａ．長い会議と飲み会
Q３． YEGに入会する前と入会した後の気持ちの変化は？
　Ａ．一言では言えないぐらいあった
Q４． 後輩に一言
　Ａ．他山の石
Q５． 今後の事業の目標は？
　Ａ．少子化対策（子づくり推進委員会の継続）

Q１．YEG生活を漢字一文字で例えると？

Q１．YEG生活を漢字一文字で例えると？

Q２．YEGに入って一番思い出に残っている事は？
　Ａ．地にぎりサミット
Q３． YEGに入会する前と入会した後の気持ちの変化は？
　Ａ．仲間が増えるので色んな面で心強くなったかな。
Q４． 後輩に一言
　Ａ．自分の事業を最優先に。
Q５． 今後の事業の目標は？
　Ａ．家業から事業への転換

耐

子

藤掛　路幸
麺屋　凩　㈱サプライズワン

H24.10 入会

渡部　太輔
学校法人 八幡学園  八幡幼稚園

H25.4 入会

　どうにかこうにか卒業。一度事業に失敗しそうになりYEG活動を頑張る事で気持ちを紛らわしてたけど、それでは悪い方向に行くだけだった
ので一度YEG活動を全てやめて仕事に集中した事で困難をどうにか乗り切り卒業をする事が出来ました。
　委員長を引き受けた時に行った第１回地にぎりサミットではメンバーはもちろん当時の日本YEG会長にも手伝って頂き過去最高で最大の委員
会事業になりました。あれから５年経ちましたが関わって頂いたメンバーの皆さん改めてありがとうございました。
　色んな事業を通して経験や、信頼出来る人間も出来たので全く後悔はありませんが、あくまでもボランティアだと思うので事業が厳しい方は
程々に活動しましょう笑。これからもOBクラブに入りますので今後ともよろしくお願いします。
　最後に８年間ありがとうございました。

　入会のきっかけは同級生たちに飲んでいるときに誘われて酔った勢いで入ったという、酒飲みにはよくある話です。別の所で色んな職種が集
まる会に入っているので将来の会員増強になるかなという期待もありましたが、残念ながらそれはもう断念致しました。
　最初入会しての感想はいろんな人の坩堝だなと……。
　おかげで色んな人と出会えることができ裏切られたり信頼できる素晴らしい人との出会い等、良い意味でも悪い意味でもイベント盛りだくさ
んの数年間でした。常識のないことでも常識として通用している変な世界それがYEG。
　可愛がってくれた先輩たち、心から支えてくれた仲間に深く感謝し卒業させていただきます。
　来年からはOB会でまた先輩たちに出会えるのが楽しみだとおもいつつ、後輩たちがきちんと成長して卒業してくるのかなとも期待しています。

2019年度　卒業生
卒業おめでとう
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Q１．YEG生活を漢字一文字で例えると？

Q１．YEG生活を漢字一文字で例えると？

Q２．YEGに入って一番思い出に残っている事は？
　Ａ．委員会をすっぽかして注意してもらった事
Q３． YEGに入会する前と入会した後の気持ちの変化は？
　Ａ．上下の人間関係
Q４． 後輩に一言
　Ａ．今を全力で楽しんで
Q５． 今後の事業の目標は？
　Ａ．時流に合わして事業変化する事

Q２．YEGに入って一番思い出に残っている事は？
　Ａ．飲み会
Q３． YEGに入会する前と入会した後の気持ちの変化は？
　Ａ．アルコールがますます強くなった
Q４． 後輩に一言
　Ａ．酒は飲んでも飲まれるな
Q５． 今後の事業の目標は？
　Ａ．世界征服

笑

絆

豊田　佳秀
㈲トヨハウス
H25.8 入会

三好　良貴
宇和島練り物工房 みよし

H28.4 入会

　時の流れはめちゃくちゃ早かったなぁ～。想えば在籍10数年間。今でも縁が深い先輩後輩同級と青年部を通して出会った方が沢山居るなぁー
と感じ感謝しかないです。
　経済や健康はもちろん大事ですが心を豊かにするのは人間関係だと改めて思うし、その基礎となる社会のステージが青年部にあったように思
います。
　卒業するとまた新たなステージに入りますが青年部の経験を活かして成就達成をしていきます。
　最後に青年部卒業生として現役世代、先輩卒業生、今後入会される方々に迷惑かけない事を約束し、真っ当な人生歩みます。「誇れる卒業生」
にはなれないと思いますが（笑）
　心からの感謝をありがとうございました。

　酒豪三好、YEG最後の飲み会に参加できなくて申し訳ないっス。
　これを読んでいるころには、広島でじゃこ天カルシウムを撒き散らしていることでしょう。
　私の志は「世界中の人々に健康と笑顔を届ける」こと。あと３年以内に日本を征圧し、５年後には世界へ羽ばたいてみせる！
　ハワイでは熱帯魚を使ったレインボーじゃこ天、インドではダージマハールカレーじゃこ天、ロシアではマヨネーズたっぷりマヨマヨスペシャ
ルじゃこ天。「じゃこ天を食べて天才になろう」というキャッチフレーズで、スティーブジョブズ天やマークザッカーバーグ天、孫ザジャコっ
てのもええですなぁ～。
　まぁ～人生は１度きりですから、最後の最後、死の床で、「精一杯生きたなぁ～」って言いたいし、葬式の参列者に「大したヤツやったなぁ～」って
言われたいものですなぁ。
　気がつけば、もう人生半分済んでますよ～。YEGの皆さまも、素晴らしい一生を送ってくださいね。
　私のように、変態道を突っ走ってくださいね。（笑）

2019年度　卒業生
卒業おめでとう
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Q１．YEG生活を漢字一文字で例えると？

Q１．YEG生活を漢字一文字で例えると？

Q２．YEGに入って一番思い出に残っている事は？
　Ａ．自衛隊への体験入隊
Q３． YEGに入会する前と入会した後の気持ちの変化は？
　Ａ．宇和島（故郷）に対する視野が拡がりました。
Q４． 後輩に一言
　Ａ．修身斉家治国平天下
Q５． 今後の事業の目標は？
　Ａ．故郷（地元）に貢献できる仕事がしたいです。

Q２．YEGに入って一番思い出に残っている事は？
　Ａ．住吉公民館でやった婚活事業が楽しかった。三浦君カップルも成立したし。
Q３． YEGに入会する前と入会した後の気持ちの変化は？
　Ａ． 入会前は研修の機会と思っていましたが、入会後はいい繋がりができたこ

とに感謝しています。
Q４． 後輩に一言
　Ａ．実に頼もしい。
Q５． 今後の事業の目標は？
　Ａ．商工業者の役に立つ施策を続けていきたいです。

縁

繋

山本　太一
盛運汽船㈱
H30.4 入会

小櫻　博規
宇和島市役所
H28.4 入会

　平成30年４月、先輩や同級生のお誘いもあり入会。２年という短い期間ではありましたが、宇和島YEGメンバーとして活動させて頂き、多
くの事を学び、多くのご縁（先輩、同級生、後輩）に恵まれた私の人生にとって貴重な時間となりました。特に最終年度の委員長の折には、委
員会メンバー（同級生９人、後輩３人）と共に考え、実行、反省し、膝を付き合わせ、酒を酌み交わし、時には笑い、時には喧嘩し、好き勝手
やらせてもらい、かけがえのない愉しい時間を共に過ごさせて頂きました。やらずに後悔するよりやって後悔するほうがいい。後輩の皆様も、
45歳までのYEG活動、悔いの残らないよう自分がやりたいと思ったことには全力で挑戦して自身と周りを共に成長させて頂ければと思います。
最後に、改めてメンバーの皆様、先輩方に感謝申し上げご挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました！！

　平成28年度から４年間お世話になりました。

　市役所から初のアドバイザー会員ということでしたが、実際には何のアドバイスもできず、お役に立てなくてすいません。

　祭の松明隊やYEG杯、婚活イベントなどYEGにいたことで様々な経験をさせていただき、とても感謝しています。これからの糧にしていき

ます。

　「伸びゆく大地」の中の「集える仲間はそれぞれに、地域を支える気概持つ」の歌詞が好きです。

　そんな素敵なメンバーが宇和島YEGには集まっていると思います。これからの活躍に期待しています!

2019年度　卒業生
卒業おめでとう
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ＯＢ新年会

新年会

１/11㈯

１/17㈮

　１月17日金曜日、ほづみ亭にて令和最初

の「新年会」を開催しました。岡原市長、有

間会頭の新年の挨拶を頂き、身の引き締まる

思いがしました。谷本代表幹事の乾杯からは、

現役YEGの有意義な交流の場になったと思い

ます。

　会の終盤には岡野委員長の渾身の出し物、

「叩いて被ってジャンケンポン」「ストッキン

グ相撲」が行われました。

　見事優勝者は地域防減災力向上委員会の金

谷龍治くん。１年間福があることをお祈りし

ます。

広報委員会　森岡　敏樹

　１月11日にOBクラブ新年会に、青年部メ

ンバー10名で出席させて頂きました。

　谷本代表幹事による、新年の挨拶・乾杯で

会が始まると、すぐに会場のあちらこちらか

ら、賑やかな声が上がり、皆笑顔で話をして

いました。

　締めは吉田さんの、見事な三段締め（笑）で

した。

　OBクラブの皆様、来年度も宜しくお願い

致します。

副会長　畑中　　聡
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１月例会 臨時会員総会１/21㈫

令和２年２月14日㈮
愛媛県商工会議所青年部連合会　未来委員会：井上功

令和２年２月15日㈯
四国ブロック商工会議所青年部連合会　第４回役員会（香川県丸亀市）：中川秀
四国ブロック商工会議所青年部連合会　令和２年度委員会予定者会（香川県丸亀市）：
松岡、沖

令和２年３月６日㈮
愛媛県商工会議所青年部連合会　第５回理事会・臨時総会：井伊、松岡、豊島、高田、
中川秀、伊井
愛媛県商工会議所青年部連合会　第５回未来委員会：井上功、下口、兵頭信、辻

出 向 情 報

新入会員  New face
創作居酒屋夢の樹 菊地　直樹
　今年度より、お世話になります
　創作居酒屋夢の樹　代表　菊地直樹です！
入会したばかりでYEG活動がまだ良くわかってない所も沢山ありますが先輩方のアドバイス等を聞きながら、
積極的に活動に参加して行きたいと思います！
　自分がやっている、飲食の仕事以外にも沢山の異業種の先輩方がおられるので交流を深めてアドバイスをいた
だきながら自分の視野を広げれたらいいなと思っています！
　地域交流などを通じて、自分のやっている仕事の面白さも伝えていけたらいいなと思います！
　よろしくお願いします！　

★★★★★ ★★★★★

　1月21日火曜日に商工会議所３階大ホール

にて１月例会・臨時会員総会が行われました。

臨時会員総会では次年度の新たな役員予定

者、出向予定者が拍手により承認されました。

その後選挙管理委員会による次年度監事選挙

が行われ、投票の結果、森岡敏樹君・田中秀

忠君が次年度監事予定者に選ばれました。次

年度も宇和島YEGメンバー一丸となって頑

張って行きましょう。

総務委員会　木下　洋平

２月例会 委員会アワー　２/25㈫

　２月例会アワーでは、YEGメンバーの金融部門のスペシャリストである奥田君に資産形成について講演してもらいました。
　クイズ形式で始まり、メンバーの資産へ対する知識を確認し、金融庁が発表して世間がざわついた老後2,000万円問題のことに触れ、それ
をクリアして行くための資産形成の手段としてiDeCoを詳しく説明してもらいました。
　メンバーのみなさん、まずは資料請求をしてみましょう。

広報委員会　田中　秀忠


