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家　族　会8/20㈯
　　21㈰

　会員家族会例会が８月21日(日)
に御五神島で開催されました。
　20日より前泊組が約30名上陸し
ており、小雨の中、若林号と山口
号二艘で約１時間かけて島までた
どり着き、テントや食材の荷下ろ
しの後、中畑先輩の引率で子供た
ちも笑顔で遊んでいました。しか
し、食事を済ませ、翌日の準備をしている最中に急な土砂降りにみま
われ、前泊者は大変な思いで夜を過ごしました。大雨の中、沖会長に
野生の猪が突進するというエピソードもありましたが、何とか雨も止
み一夜を越して朝日を拝むこともできたのは、日頃のYEGの善行の
お陰だと喜びながら、当日メンバーを迎えました。
　ところが、当日組と合流し、メンバーの家族も参加している例会は、
再度、島特有のスコールに遭い、テントの中で行いました。昼食やさ
ざえ探し、スイカ割りなどを雨天の中各々楽しみ、早々に片付けに入
り、メンバー全員でボロボロになりながら、船に荷を積み込み、一路
宇和島港へと、帰路に着きました。参加者は一様に無人島との過酷な
戦いの末、疲れきっていました。が、この体験を一生忘れられないと

思います。井伊委員長の
雨男説の実証に加わって
いただいたメンバー、ご
家族、OBなど参加者全
員に感謝!!

（会員交流委員会　
横井　康人）

やすらぎの杜納涼祭8/20㈯

　さる８月20日、宇和島市保田にあるろうじん
介護施設『やすらぎの杜』にて納涼祭が行われ、
そこで余興の一つとして牛鬼をかきました。
　きっかけは自分を含めYEGメンバー数人が所
属している牛鬼の団体、元結掛発展会・牛鬼勇
志会の牛鬼仲間が数名やすらぎの杜さんの職員
で、和霊大祭終了後に少しの間、牛鬼を施設に
飾らせてほしいと言って来たのに対して、じゃあいっそ８月の納涼祭でかこうと自
分が言い出したのが発端でした。とは言え全団体中で最大級の大きさの牛鬼、職
員さんと元結掛のメンバー足したとしても人数が足りません。そこで、祭り好き
が大勢いて、普段から元結掛と交流のあるYEGメンバーに協力を仰ぐ事にしまし
た。因みに人選はすべて祭り好きそうなメンバーを一本釣りで勧誘させてもらい
ました（笑）。
　あいにく家族会の初日と日程が重なったにもかかわらず、山口頭を筆頭に、森川・
森岡両副会長、井上運営専務、そして元結掛の牛鬼の布作製も出かけてくださっ
たOBの宮道さんら多くのメンバーに参加してもらいました。そして、本番。毎年
商店街の真ん中を練り歩く祭りとは違い、芝生の上で座って見られている入居者
が主役の牛鬼。クライマックスの竹の上の御幣取りにもアドリブで参加して多い
に盛り上げられました。後に職員の牛鬼仲間から聞いた話だと非常に喜んでもら
い、中には涙を流して喜んでくださった方もいらっしゃったそうです。その事を聞
いて参加した甲斐があったと改めて思いました。
　また、今回の納涼祭の参加によって、牛鬼とは7月24日だけで無く様々なイベ
ント等で活用できるものなのをメンバーにも分かってもらえたのでは無いかと思
います。コレをきっかけに様々な地方祭やイベント等でYEGとして牛鬼で参加し
てそのイベントを盛り上げ地域活性化の一つの方法としてこれから活用出来れば
と思います。
　最後に、山口頭を筆頭に参加して頂いたYEGメンバーの皆さん、過密スケジュー
ルの中、快く参加して頂き本当にありがとうございました。元結掛発展会・会長
として改めてお礼申しあげます。今回だけで無く、来年、再来年と様々な事に牛
鬼で参加して盛り上げていきましょう！

（会員交流委員会　中川　立治）

西条YEG創立30周年事業8/27㈯

　 8月27日13時30分 よ
り沖会長と現地の高田
特派員と宇和島ＹＥＧ
の面々計10人で西条30
周年記念に出席してき
ました。
　おもに出発の朝 9時
20分より恒例の居酒屋
状態で出発し13時30分

からは睡魔と戦いながら式典に出席し式典中には宇和島ＹＥＧを宇和
川ＹＥＧと間違えて御紹介していただきました。
　あと数多くの公人方々には青年会議所と祝福していただきました。
　なんやかんやで懇親会も無事終わり19時30分無事帰宅の徒につきま
した。
　そういえば酒？居酒屋？石丸が運転手？俺飲んでなかったよな？う
ちの車にのった乗った面々全員帰りに寝てたよな？
　ドＭな私にはお似合い
か。
　なんか腹たってきたの
でお昼寝します。
　おやすみなさい。

（広報委員会　
　石丸　敏光）

宇和町街並み散策（自己研鑽事業）9/4㈰

　去る 9月 4日、日曜
日。総務委員会 自己研
鑽事業『西予市宇和中
町町並み散策』に参加
して参りました。我が
ふる里 宇和島を誰より
も愛し、そして偉大な
先人を輩出しているこ
の町を誇りに思ってい
る西本委員長。その委員長が、この町並みだけは見て欲しいと言った
この宇和町中町界隈。確かにいい町です。明治の小学校授業もいい体
験になりました。二宮敬作・おイネ・高野長英。すばらしい偉人を輩
出しています。でも私には、今日の委員長の意気込み・パフォーマン
スは、それを上回るものがあったと思います。この日のために準備を
して頂いた西本委員長をはじめ、井上運営専務、大変大変お疲れ様で
した。そのパワーには只々、脱帽です。そして総務委員会事業に参加

して頂いたメンバーの皆
さん、この委員長の想い
を後世に伝えて頂ければ
幸いです。ありがとうご
ざいました。

（総務委員会　　　
　酒井　誠二）
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９月例会・観月会9/21㈬

　９月21日６時30分より例会及び
観月会をきさいや広場で開催しま
した。
　何分不慣れな事ばかりで、いろ
いろと行き違いがありましたが、
なんとか広報委員会のメンバーや
役員の皆さんの協力で開催が出来
ました。

　当日は、宇和島市長や多数のOBの方々に出席を頂き賑やかな観月
会となりました。
　料理も食べきれないほど出して頂いて大変おいしかったです。そし
て月見饅頭を土居製菓舗さんに作って頂きました。
　広報委員会プレゼンツのアトラクションで皆さん大いに笑いゲーム
では、チームに分かれ、クイズに挑
戦し優勝チームには豪華景品、最下
位にはクエン酸たっぷりの酸っぱい
ジュースがプレゼントされ、楽しい
一時を過ごすことが出来ました。

（広報委員長　井上　和也）

第31回たまらん会9/23㈮

　 9月23日㈮、秋晴れの下、宇和島カントリー倶
楽部において今年度初回の第31回たまらん会が
OB 3名を含む参加者15名で開催されました。
　相も変わらず奇声罵声が山の中から飛び交う
楽しい一日を過ごさせていただきました。
　今回の優勝者は「ボールを曲げない！○○さ
ない！」が信条の清家泰弘OBでした。
　表彰式ではいつものように豪華賞品を揃えて
いただいて、松岡会長はじめとする幹事の皆さ
ん、本当にご苦労様でした。
　私自身は？といいますとここ最近では、以前に皆さんからお預かり
していたものを、お返しさせていただくような立場になりまして、ホッ

と胸を撫で下ろしている所存で
ございます。
　またまた次回も大勢で遊びた
いですね～！も～たまらん！

（相談役　稲葉　雄二）

四国ブロック大会（大洲大会）10/1㈯

　去る、10月1日㈯大洲市にて四国ブ
ロック大会がありました。宇和島から
も近い場所でもあり、YEGメンバーも
多数参加してきました。
　式典は中学生吹奏楽部の演奏で始ま
り、順調に進み、来年度は香川県高松
市に決まりました。おもしろかったの

はその後の講演会、講師は「ホンマでっかTV」でもお馴染みの武田
邦彦教授、｢環境問題はなぜウソがまかり通るのか｣ などの著作本も
出版されてます。環境問題の世界的取決めに日本は不利な条件で挑ん
でいる。とか、CO2をどんどん使いましょう。とか、日本の原発は震
度6以上の地震で欠損する等、｢えっ？、ウソ？」と思うことばかり
でした。
　大懇親会は大洲市民会館の野外でテ
ントの下、焼肉やら出店を設けて出来
たてを頂きました、最後のレーザーと
炎を使った光と音のアトラクションは感
動しました。　大洲YEGのもてなしの
心を感じました。

（副会長　森岡　敏樹）

玉入れ in 宇和島カップ10/10㈪

　10月10日、きさいや広場にて

玉入れがありました。YEG有志

2チームで参加しました。両チー

ムとも一回戦で負けました。チー

ム紹介の時のアナウンサーのヤ

ツが『コイツら冷やかしだよ』

と言われて立腹しました。でも、

負けました。早々に終了したの

で、四季で打ち上げしました。適度に飲酒しました。その後、トツの

先導でジャンソウに何人かがいきました。靴を間違えて落書きされて

ました。僕は麻雀しないので、稲葉相談役と共に宮下界隈を悪臭で牛

耳る豚小屋へ社会科見学

に行きました。ブチ臭かっ

たです。

（副会長　豊田　敬史）

10月例会・委員会アワー10/21㈮

「地域活性化に大学をいかに活用するか」　
講師：愛媛大学名誉教授　泉　英二 先生

　大学誘致特別委員会の委員会アワーで
は、泉先生をお招きして地域に大学を誘
致する極意を伝授いただきました。これ
までに、先生は数多くの愛媛大学関連機
構･センターなどの地方設置の経験をお持
ちで、大学誘致を目指す我々宇和島に大

変有益なアドバイスとなりました。
　とてもフランクな口調で我々に話し
かけていただき、それまであった大
学への距離感をぐっと縮めるお話でし
た。こちらも驚いたのが、大学側も
地方貢献活動の意志が十分あること。
YEGだけでなく、地方行政･地域業界と一体となった大学の活用を要
望され、ますます大学誘致活動の励みになりました。
　最後に、名誉教授 泉先生、農学部准教授 笠松先生、社会連携機構 
伊藤様　2次会までご出席いただきありがとうございました。これか
らも先生方とのつながりを大事にしていきたいと思います。

（副会長　森川　晴喜）
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お誕生おめでとう

　米本　悠
ゆ

珠
ず

 ちゃん

　平成23年10月12日

お誕生おめでとう

　豊田　三
み

紗
さ

 ちゃん

　平成23年11月６日

お誕生おめでとう

　伊藤　千
ち

瑛
あき

 くん

　平成23年11月７日

慶 弔 情 報

お
　

慶
　

び 米本　政信　次女 豊田　敬史　次女 伊藤　康雄　長男

ＹＥＧ運動会改め、ボウリング大会10/23㈰

　10月23日、日曜日クアボウルに
てボウリング大会が行われました。
　私も子供たち2人と参加させて
いただき皆さんと楽しい時間を過
ごさせてもらいました。
　参加者のスコアは、かなりばら
つきが有り委員会別と個人の結果
発表がありました。
　委員会一位　会員交流委員会　　個人一位　古田口　誉
　個人では、豪華景品もあり、またキャタピラーの超豪華景品が当たっ
た人などすばらしい結果となりました。
　私たち家族はプロゴルファー並みのスコアで楽しく玉を転がしまし

た。溝掃除のボランティアも出来
てとても良かったです。
家族で楽しめるとても良い大会で
した。

（広報委員会　渡辺　大助）

宇和海水産構想推進フォーラム2011開催11/2㈬

　11月2日水曜日、サブライムホールにてYEG
メンバー沖会長をはじめ、10名で行ってまいり
ました。平日の昼間ですが、多数のご参加あり
がとうございました。
　宇和海地域の6市町（宇和島、八幡浜、西予、
伊方、愛南、宿毛）から市長、町長、愛媛大学学
長をはじめとする、漁業関係者や商工会議所、

JCなど計250名ほどが集まり盛大に開催されたことをご報告させていただきます。
　宇和海水産構想は、愛媛大学の山内教授によります宇和海の水産連携の取り
組みで歴史のある宇和海の文化（農業、林業、漁業、食、歴史）を全国に発信、
アジアを中心とした世界にUWAKAIブランドを広めていく構想（６次産業化）
です。今回、我々YEGは「ヒトづくり」という分野におきまして発言の機会を
いただきました。一言で申し上げますと、「ヒトづくりのための大学をはじめと
する高等教育機関を宇和海水産構想の中の項目に入れて頂くことを強く求めた
い。宇和海地域に教育機関のキャンパスを設置できないか？」と発言させてい
ただきました。学長からは「水産学の様々なコースは現在も新しく作っているが、
人口増加までにはいたらない。」とご回答をいた
だきました。（すぐにはうまくはいかない。まだ
まだ、これからです。）
　最後に、宇和海水産構想を成功させて、愛
媛大学と共に宇和海地域が発展することを強く
願っております。

（大学誘致特別委員長　中川　秀樹）

全国会長会議（米沢市）11/11㈮
　　12㈯

　11月10日、11日、12日と山形県米沢
市にて第29回全国会長研修会「やまが
た米沢会議」が開催されました。
　宇和島YEGからは、沖会長、井上運
営専務、私（山口）の３人で参加でした。
　今回のこの会長研修会開催は地元
YEGはもとより、地元自治体、市民の

皆さんが協力し合い市を挙げての開催という印象が強く感じられた大
会でした。
　米沢初上陸の私には目にする色んな事が新鮮でした。
　地元の人と話してみて発見することも多々あり……（やっぱり、機
会があるなら外に出てみるモンだなぁ～）と思いました。
　研修会の方は次年度を担う全国各地の方々の集まりの中で熱い討論
の果てに「また富山で会おう！」と約
束を……（笑）
　人との出会いは一期一会、それを
チャンスと見るか否かいい経験をさせ
てもらえたことに感謝です。

（まつり特別委員長　山口　一峰）

宇和島南中女子サッカー部交流試合11/12㈯

　11月12日、午後3時30分から南校のグラウ
ンドで南校女子とのサッカーの試合を行い
ました。
　こちらからは約19人が参加して20分ハー
フを3本しました。
　1本目の試合はYEGメンバーの猛攻で大
人げないプレーの連続でした！
　…が2本目の試合からはやはり、南校女子もやられっぱなしではあ
りませんでした。
　監督からの指示だと思いますが、YEGの個人プレーが多いのを利
用して、一人に対して最低でも二人でマークをしてきてボールをとら
れる場面がよく見られました。
　3本目の試合ではどちらともほぼ互角か南校女子の方が有利かなと
思う試合でした！
　やはりYEGメンバーと違って南校女子はチームプレイが素晴らし
かったです！
　スタミナ切れで死にそうな大人以外、怪我人やセクハラで訴えられる

人が出なくて試合が終われて良かったです。
　また機会があればリベンジの意味も込め
て試合をしたいと思いました！
参加されたメンバーの方はお疲れさまでし
た！

（会員交流委員会　松本　和郎）


