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フェイスブック
やってます。

ＹＥＧ

ブログ

　秋の台風を吹き飛ばすような熱球をみせてくれる、第９

回ＹEＧ杯中学校軟式野球大会が10月26日27日に行わ

れました。

　まず、悪天候が予想され中止の頭がよぎりましたが、ご

協力いただきました先生方に後押しされ、ベストコンディ

ションでの状態とは言い難い状況ですが、急な予定変更な

どに対応し準備からすべてご協力頂いた学校サイドとメン

バー全員の力で無事終える事ができました、本当におつか

れさまでした、そしてありがとうございました。

　さて、試合結果ですが見事、優勝されました広見中学

校野球部すばらしい試合を見せて頂きましてありがとう、

そしておめでとう。それよりなによりほんとに素晴らし

かったのは、「この野球の試合をさせて頂いた事に父兄と

ＹEＧのみなさんに感謝して最後にしっかり挨拶して帰

ろう。」ってミーティングされていた監督さんに僕からの

ＭＶPをおくりたいですね。こちらこそ気持ちよくプレー

して頂いた選手と素晴らしき教育の監督さん方父兄方、そ

れとたった３人の委員会の骨折杉ちゃん、縁の下の力持ち

寛子、ご協力くださいましたＹEＧのメンバーみなさまに、

　きをつけー！ありがとうございましたぁー、礼！てね(笑)

来年も頑張りましょうね。

（外交事業特別委員長　井伊　勇二）

第９回宇和島YEG杯
中学校軟式野球大会

優勝
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家　族　会

いもたきの初煮会

健　康　診　断

観　月　会

JCオープン例会

石　鎚　登　山

　平成25年度８月18日㈰、今回の家族例会は、近場で自然豊かな
鬼北町にある成川渓谷で行いました。自然豊かな場所で行う例会は
とても新鮮で普段より皆の笑顔がこぼれ、とても楽しく行われたと
思います。また、私の所属する会員交流委員会が企画した子ども達
中心のアトラクションとして、虫探し・ピザ焼き体験・スイカ割り・
流しそうめん等々行いました。うちの子どもが「楽しかった」と言っ
ていたよと報告された時、その一言だけで１日の疲れが無くなりま

　８月29日に大洲ＹＥＧの招待を受け、『いもたきの初煮会』に行っ
てきました！
　メンバーは宮本会長を筆頭に総勢13名という大人数で行きまし
た！大洲の『如法寺河原』という場所でいもたきをいただきました。
いもたきを食べたあとは、みんなで大洲のボーリング場でボーリン
グ大会をしました！２ゲームをして、三瀬重幸君が優勝しました！
　最後に宇和島に戻って飲みなおしました！初めて『いもたきの初

　9月29日㈰この日、徳洲会宇和島病院にて健康診断を受けました。
私自身、10年以上健康診断をしておらず、企画広報委員会事業『み
んなで健康診断』をきっかけに参加を決意。日曜日に健康診断がで
きるのも魅力の一つです。
　内容は、血液検査、尿、心電図、胃内視鏡などいろいろな検査を
受けました。初体験の胃の内視鏡に関しては、待合室でYEGメンバー
の体験談を聞いて動揺しましたが、鎮静剤の投与により楽に検査が
終わりました。最後は、医師から検査結果の内容やアドバイスを聞

　去る9月21日、OBクラブの多数の方々の出席者を招き、きさいや
広場にて「観月会」を開催しました。
　今年も、企画広報委員会：森岡委員長企画のもと、楽しいビンゴゲー
ムで会場を盛り上げました。チーム対抗戦では、黒髭危機一髪のよう
な『宮本会長を救え』と言うゲームで現役委員会チームが苦戦する中、
見事にOBクラブチームがもうすくでパーフェクトという好成績で優
勝しました。OBクラブの新年会では、戸島で愛情を込めて育てた「ハ

　去る、9月16日、鶴島公民館において宇和島JCのオープン例会に
参加しました。
　JCの例会はそれぞれの報告者が並んで待っており次から次と報告

　９月23日㈪秋分の日、YEGメンバー精鋭４名にて、石鎚山に挑む。
天気は快晴、気温は23度、ベストコンディションでした。ウォーキ
ングの好きな中村匡史君を先頭に快調に進み、１時間50分と超快
速で登頂に成功しました。快調に快調にかいちょうに……。　若干、
肌寒い頂上で食べる弁当は格別でした。準備がよいことに魔法瓶に
熱湯を用意していたので山頂でコーヒーを飲みました、温かさが身
体に染み渡りました。人生観が変わるほどの体験ではありませんで

した。何かを企画して実行すると
なると、大きな事業でも小さな事
業でも労力と時間を使います。事
業をやった後は反省点も残ります
が、それは次の企画などで改善し、
もっといい企画が出来ていくんだ
なといつも勉強させてもらってま
す。楽しくて充実した実りのある
家族例会でした！
 （会員交流委員会　三瀬　重幸）

煮会』に参加して外でみんなとワ
イワイしながら食べるいもたきは
とても美味しかったです！ちなみ
に、いもたきを食べている光景が
愛媛新聞に載るというミラクルが
起きました！。僕はほぼ写ってま
せんでしたが．．．。

 （企画広報委員会　松本　尚也）

いて無事に終了。前日の夜９時か
らの絶食生活も終わり、お昼には
病院からもらったお弁当を美味し
くいただきました。(^O^)
　仕事をする上で、健康管理はと
ても大切なことです。健康を維持
するためにも健康診断は定期的に
行いましょう。

 （企画広報委員会　村井　宝史）

マチ?ブリ」がOBクラブの食卓
をにぎわすことでしょう。
　観月会に参加して頂いたOBク
ラブの皆様、多々お見苦しい点が
あったと思いますが、メンバーと
の交流の場として出席頂き、誠に
ありがとうございました。

 （企画広報委員会　薦田　義貴）

を述べてゆく形式をされており、テキパキと合理的に時間を短縮した
印象でした。その後は、自衛隊愛媛地方協力本部長の天本氏の講演を
聞きました。知っているようで分かっていなかった自衛隊の組織につ
いて学びました。例会終了後は懇親会で交流を深めました。他団体と
の交流も新鮮で学ぶところがあり、良い経験でした。　

 （企画広報委員会　　櫻井　一博）

したが、新しい初めての経験を体
感できました。頂きに一人立ち、
360度見渡した時に、私の中に
ある嫌な体験、記憶が剥がれ落ち、
素晴らしい記憶が刻まれた音がし
ました。素晴らしい経験を与えて
くれた、森岡委員長に感謝します。

 （企画広報委員会　高田　賢治）

8/18㈰

8/29㈭

9/15㈰･29㈰

9/21㈯

9/16㈪

9/23㈪
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四国ブロック大会

11月臨時会員総会

全国会長研修会　水俣

オープン例会に参加して

四国Ｙランドリーグに参加しました

　第30回四国ブロック大会伊予大会に行ってきました。　この日は
あいにくの悪天候。会場に着いた時には、雨と風で車からは皆小走
りでの移動でした。そういえば、9月10月と今年は台風の当たり年
やったなぁ～。
　式典は順調に終わり、記念講演の講師は田母神元幕僚長、テーマ
は『日本再構築、田母神俊雄の夢！』。日本と中国、アメリカの位置
関係や認識の違い等の内容で、とても心に残る講演会で小さな感動
をしました。分科会は天気が良けれが行こうと思いましたが、外は

　宮本会長の指名により選出されました中川誠一選挙管理委員長をは
じめとする選挙管理委員会から平成25年10月末締め切りにて次年度
会長予定者の立候補受け付けが行われました。有限会社中村設備専

　11月21日より水俣へ『第31回全国会長研修会　肥後火の国みな
また塾』に行ってきました。参加者は今年度会長宮本光、次年度会長
予定者中村匡史、問題行為等を起こさなければ次年度も事務局のS君
と運転中も右寄りな私で行ってまいりました。水俣市は人口2.6万人
程度で、八幡浜と大州を足して３で割ったような雰囲気の街で、最近
では天皇皇后両陛下が来訪頂いたそうです。そんな水俣での研修会
ですが各単会の今年度会長・次年度会長といった責任感のある方の集
まりなので、とても堅苦しいように思われましたが、宮本会長曰く、
『宇和島YEGのメンバーは事業の成果もきっちりあげてくれて、良

　10月21日㈪にJCのメンバーを多数お招きして、オープン例会が
ありました。
　今回は、宇和島YEGの活動を知ってもらう為に、10月の宇和島
YEG杯中学校軟式野球大会並びに、11月の地にぎりグランプリの運
営等の説明及び地にぎりの試食をしました。
　まず最初に、外交事業特別委員会の井伊委員長から映像を交えて
ユーモアに富んだ説明があり和やかな雰囲気の中、地にぎりグランプ
リの説明が始まりました。
　地域親興委員会の中川委員長の気迫のこもった説明と地にぎりの試

　平成25年11月９日高知県春野総合運動公園にて高知県連主幹で
行われました。
　四国Ｙランドリーグに宮本会長、井伊キャプテン以下11名にて参
加してきました。
　今回の出場チームは、香川県連がＡ、Ｂ２チーム、徳島県連が1チー
ム、高知県連と愛媛県連がＡ，Ｂ，Ｃの３チームの合計９チームで予
選会場を３つに分けて行われました。
　宇和島YEGチームは愛媛県連Ｃチームということで、予選Ｃリー
グを香川県連チームと高知県連チームと対戦しました。
　早朝ソフトボールでならした我が宇和島YEGチームは２連勝し予
選を難なく突破し決勝リーグに進みました。

土砂降りだったので、第４の分科
会「海岸沿いの温泉に入ろう」に
参加して、心も体もスッキリとし
ました。その後の大懇親会も宇和
島YEGは今年のPRシールを貼り
まくり、楽しみました。帰りの車
では、崎須賀事務局の誕生日を皆
でお祝いして、楽しいビデオを鑑
賞しました。いや～楽しい一日で
した。
   （企画広報委員長　森岡　敏樹）

務取締役中村匡史君より推薦人、井上恭雅君、井上和也君にて立候補
届の提出がありましたので、平成25年度11月例会にて臨時会員総会
が開催され、次年度会長予定者信任投票が行われました。結果、平成
26年度会長予定者に中村匡史君が信任された事をご報告致します。

 （企画広報委員会）

質な青年部活動をしてくれるか
ら、おかげで全国の他の単会の
会長に胸を張って意見交換がで
きた。』と嬉しそうに会長研修
会の成果を語っていました。さ
て、楽しみの夜の懇親会はなん
と、料理が弁当という前代未聞
のパターンでしたが、早々と切
り上げ熊本市内のちょっぴり優
雅な場所で愛媛県連の皆様方と
楽しい酒を酌み交わしました。馬がとてもウマかったです。
 （運営専務　豊田　敬史）

食がありました。
　地にぎりの試食ではお決まりの
ワサビ入りの罰ゲームもあり、楽
しい時間を過ごせたと思います。
　例会後、恒例の懇親会に移り豊
田運営専務の名司会の中、宇和島
YEGとJCの委員長たちが呼ばれ、
見事な飲みっぷりをご披露し、会
員メンバーの中では、記憶を無く
された方がいたとかいなかったとか……（笑）
　YEGとJCの絆がより一層深まった一日になったと思います。

 （企画広報委員会　井上　和也）

　決勝リーグは宇和島YEGチー
ムと昨年の覇者である愛媛県連Ａ
チームと準優勝の徳島県連Ａチー
ムの３チームで、ソフトボール専
用球場で行われました。
　試合内容はというと第一試合の
徳島県連チーム、第二試合の愛媛
県連Ａチームのピッチャーの好投
と堅い守りに阻まれ惜敗しました
が、順位は四国３位となりました。
　色々とハプニングはありましたが、とっても楽しく参加できたと思
います。
　参加されたメンバーの皆様大変お疲れさまでした。

 （直前会長　山口　一峰）

10/4㈮･5㈯

11/20㈭

11/22㈮･23㈯

10/21㈪

11/9㈯
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地にぎりグランプリ
　『地にぎりグランプリ』を振り返ってみて、思い起こせば色々あっ
たなぁと今更ながら実感しています。
　やろうと決めたは良いものの具体的にどうするか、いつどこでやる
のか、等が一切決まって無かったのでおそらくそこが一番苦労したの
ではないかと今になって思います。夏のYEGショップと併せて委員
会の時間も毎回長丁場になり、臨時委員会も度々開催して、産み出す
までが苦しかったと思います。ですが、少しずつ形が出来てからは思っ
た以上にスムーズに話もまとまり、また宇和島市や宇和島雇用創造協
議会の協力もあってトントン拍子で話もまとまり、メンバー各自もそ
れぞれ持ち味をいかして結果素晴らしい形でグランプリを終えられた
のではと思います。更にメンバーの中尾君のご縁の関係でキリンビバ
レッジさんからも協賛を頂き、これがまた大きな力となったのではな

いでしょうか。
　グランプリの表彰式が終わり、壇上から降りた時に宮本会長が真っ
先に右手を差し出して、「良く頑張った！」と言って頂き、その後す
ぐに芳谷相談役からも「良くやった！」と言って頂いた時、本当に今
まで色々の事が全て報われた気持ちになりました。今年度僕がおそら
く最もお世話になったお二人から祝福を頂いた事は何物にも代え難い
僕への報酬だったのではなかろうかと思います。
　来年度、『地にぎりグランプリ』がYEGで行われるのかどうかは分
かりませんが、我々地域親興委員会で種を蒔いた『地にぎり』が今後、
宇和島を発信地として様々な場所で広まっていけば……、我々でなく
ても必ずまた第２回、第３回と続いていくのではないでしようか。
　今回、ご協力頂いたYEGメンバーの皆さん、参加して頂いた方々、
そして一緒にこの事業に取り組んでくれた委員会メンバー、本当にあ
りがとうございました‼

 （地域親興委員長　中川　立治）

11/10㈰

「伊達にぎり」「伊達にぎり」
宇和島市立城南中学校
　　１年　宮本　尚輝 くん

ノミネート作品No.1

宇和島のじゃこ天と仙台の牛タンが
ドッキングした、伊達藩繋がりのコラボ
地にぎり

協力店舗：びっくり屋

「まっ茶おにぎり」「まっ茶おにぎり」
愛南町立緑小学校
  ４年　杉浦　摩耶 ちゃん

ノミネート作品No.2

松野町で採れたお茶を使った斬新
なスタイルに、宇和海産のシラスを
混ぜた地にぎり（蒋渕産藻塩入り）

協力店舗：創作ダイニング三ちゃん

こも ぶち も しお

「ブリ照りにぎりミカン味」「ブリ照りにぎりミカン味」
西予市立中川小学校
  ４年　竹本　美優 ちゃん

ノミネート作品No.3

宇和島のみかんでみかんごはんを
作って、ブリを混ぜ込みミカン塩で
風味づけをした地にぎり

協力店舗：なかつ屋

「さつま芋とちりめんじゃこのおにぎり」「さつま芋とちりめんじゃこのおにぎり」
宇和島市・食生活改善推進協議会
　明倫支部　山崎　優子さん

ノミネート作品No.5

角切りにしたさつま芋と宇和海産の
ちりめんじゃこと昆布を入れ、炊き込
んだ味わい深いご飯の地にぎり

協力店舗：うわじまの料理や有明

「ゆず皮にぎり」「ゆず皮にぎり」
県立北宇和高校
　　２年　武吉　彩香 さん

ノミネート作品No.4

鬼北町のゆずの皮と白ゴマをまぶし、
具材には松野町のしいたけでつくった
つくだ煮と鬼北産のキジを混ぜ込んだ
地にぎり

協力店舗：居酒屋もんた

「宇和島アコヤ貝の海にぎり」「宇和島アコヤ貝の海にぎり」
県立宇和島水産高校
　２年　赤松　起成 さん
　　　小笠原沙希 さん

ノミネート作品No.6

宇和海産の鯛、じゃこ天の炊き込みご
飯で、さらにアコヤの貝柱のバター
焼きを入れてにぎった、宇和海エッセ
ンスたっぷりの地にぎり

協力店舗：焼肉の丸忠
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8月2･3･4･5･6･7･8日  WEB総会
9月13日  　　　県連理事会
10月4日･5日 　　　四国ブロック大会　たまらん会
11月22･23日 　　　会長研修会  高松､ 30周年記念事業

宮本会長の動き 【8月～11月】

豊田　佳秀
（総務委員会）

三浦　将之
（会員交流委員会）

山本　恵理
（総務委員会）

Ａ１ 　㈲トヨハウス　不動産売買、賃貸、
管理、保険、太陽光

Ａ２　ゴルフ
Ａ３ 　創動継志　創造し・行動し・継続し・

習慣にする。　すべてに志をもって！
Ａ４ 　必要とされる会社・個人になること。
Ａ５  　地域活動の一翼を担う。

Ａ１ 　㈱損害保険ジャパン　損害保険事業
Ａ２　釣り・スポーツ
Ａ３ 　人に優しく、自分に厳しく。
Ａ４ 　保険のことなら三浦に任せたら大丈

夫と言ってもらえるようになること。
Ａ５  　右も左も分かりませんが、頑張ります！

Ａ１ 　CLUB Luves　飲食店
Ａ２　探し中です。　宴会（笑）
Ａ３ 　人のふり見て我が振り直せ。
Ａ４ 　夢は常に追いかけ中です！ １日１日の

時間を無駄にしない人生をおくること。
Ａ５  　自分に出来ることは気合を入れて頑

張ります。　

Ｑ１　会社名、事業内容
Ｑ２　趣味、好きなこと
Ｑ３　座右の銘、好きな言葉
Ｑ４ 　夢、目標にしていること
Ｑ５ 　宇和島YEGに入会しての意気込みを一言おねがいします

質問
事項

新入・交代会員紹介


