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どないかせんで委員会　坂本　秀男　
①　やはり「うわじま牛鬼
まつり」に係わったことで
す。１年目は何がなんだか
わからず参加してたがみんなで小枝松割り
をしたり、松明を作り、筏作り、初めての
体験で、とても新鮮でした。そして３年目
の副隊長を受けて中川秀樹隊長の元、本格

的に参加し、各配員の振り分け、ルートの確認、準備物のダンドリ等、
少しづつ形になっていくのが楽しかったです。そして卒業する最後の
年に松明隊長をさして頂き、３年目に２つ作った。「坂本焼き」を12
台に増やして盛運社にて、御神輿、山車を迎えることができ大変好評
頂いたみたいで、やって良かったです。そして祭の打ち上げでお酒に
完全にKOされたのも楽しい思い出になりました。

② 　まず大変だったのは、仕事と家の用事と青年部活動との時間のや
りくりでした。仕事はしないといけないが、青年部活動も参加して
いかないといけないと思っていたので時間の調節が大変でした。又、
次に資金の問題がありました。みんなと楽しいお酒も飲みたかった
ので、お金もかなり使ってしまいました。（笑）

③　メンバーの顔ぶれを見てもらったらわかるように、大変いろんな
　 業種、いろんな年齢の人が集まっており、いろいろと異業種交流を
通して勉強になる事があります。いろいろなメンバーと委員会活動
を立ち上げ苦労をしながらも、みんなで協立、助け合い一つの成果
を出すという事を学べます。なので、せっかく入会しているので、
積極的に参加して学んでもらったらと思います。又、成果を出した
後の、お酒というものは別格です。メンバーどうし助け合い勉強し
ながら少しでも有意義な時間を送ってください。私も大変有意義な
時間を過ごす事ができました。ありがとうございました。感謝して
います。又、どこかでお酒を飲みましょう！！

企画広報委員会　泉　　富樹　
本人の都合により、省略させて頂きます。

総務室　水野　琴美　
① 　祭りでずっとハンバーグを串
に刺していたこと。皆と一緒に
できたから。

②　もちつき（たのしかったけど）

③　仕事第一で、家族第一で！
　　自分の色を出して下さい（我ではなく）
　　桜梅桃李

総務室　酒井　憲治　
①　牛鬼隊長(^O^)

②　牛鬼隊長（笑）

③ 　本気でやってると必ず助けてくれるメ
ンバーばかりです。巻き込んで大きくな
りましょう～。

卒業によせて……
絆魁！交遊委員会　沖　　秀和　

①　在籍年数が17年にもなると多すぎて絞
るのは大変ですが初委員長の事業で、宇和島
城築城400年祭で小学生約120名の皆さん
に集まってもらい天守閣広場でスケッチ大会をし
た時は凄くうれしかったこと。
 　松山で開催された平成21年度日本ＹＥＧ全国
大会のために全国を飛び周り色々な方々と出会え
たこと。

　　また、全国大会が無事に終了した時、宇和島ＹＥＧメンバーに胴
　上げをしてもらった事が最高でした。
　 　それと、会長の時に牛鬼補修・松明作成で夏の日差しに当り過ぎ
たのか松明隊長坂本隊長の大事な大事な資料が風に飛ばされ血相を
変えて追いかけ周る坂本隊長の姿や洋服を着たまま大浦湾にみんな
がドボーンした時に井上（和）委員長のメガネが水没した時……

　私も、ノーパンで帰りましたけどねぇ (^O^)
　 　楽しい思い出はいっぱいあり過ぎるのでこれぐらいで終わりにし
ます。

　　17年間ありがとう御座いました。
　　P.S部室（チャコバー）で深夜まで……

②　青年部の会議に出て行くことが多くなると家庭での居心地が悪く
　 なる事や遠方に出張すると仕事も出来ない事や収入が激減する事は
大変だったですかねぇ (-_-;)

　　それと、人の思いを繋げるのは大変かなぁ (^_^;)

③　事業所代表として青年部に入っているのですから、しっかり義務
　 をはたしてもらいたいです。例会・委員会に必ず出席することで色々
な経験と知識が向上すると思います。

　　それと、同志をいっぱい作って下さい。

開 感

熱

④

④

④

④
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えひめ新事業創出人材育成講座

YEG杯交流ソフトバレー大会

青年部新年会（有明）

たまらん会

もちつき事業

12月例会・臨時総会

　えひめ新事業創出人材育成講座」に9月29日より参加しました。
２月３日までの合計約100時間くらいの講座です。どんな講座かと
いうと６次産業化（１次産業・２次産業・３次産業全てを連携させる。）
による新事業を創り出す為に基礎から学び最終的にはグループワーク
として架空の会社づくりを行うというものです。そして最後に経営戦
略から収支計画までのプレゼンを行いました。３グループで争った中

　12月２日㈰に、一般参加７チームにＹＥＧソフトバレーチームを
含めた、計８チームでＹＥＧ杯交流ソフトバレー大会を天神小学校体
育館にて開催しました。宇和島のソフトバレー人口の多さもあって
か参加してもらったチームの強い事強い事……１勝もできずにＹＥＧ
チームは最下位に終わりました。しかし、優勝賞金１万円という事も
あってか、かなりのハッスルプレーを目の当たりにして本当にスポー
ツで汗を流す楽しさを感じました。

　平成25年1月12日土曜日に青年部新年会が午後7時より有明にて
開催されました。
　年末に行われた選挙による、政権交代にて新年も円安、株価上昇継
続しており、経済人にとって喜ばしい1年の始まりとなりました。山
口会長からもこの景気の上向きの流れに沿ってメンバーの皆様も今以
上に前へ進めるように力を合わせて頑張りましょうと新年の挨拶があ
りました。
　宇和島市長と宇和島商工会議所会頭、女性会会長、OBクラブ代表
幹事と宇和島青年会議所理事長など多くの来賓者の方々にお越しいた
だきました。

　１月13日、あいにくの雨の中第３回たまらん会が開催されました。
たまらん会の記事書くの何回目やろう。(ブービーの人が青風記事担
当と決まってます)優勝は中村匡史さんでした。次回は優勝目指して

　毎年恒例の もちつき事業が12月16日に宇和島商工会議所駐車場
で開催されました。
今回使用したもち米は、森川総務室長の田んぼをお借りし会員メン
バーも手伝って育てたて刈り取った物で例年とは一味違ったもち米で
した。
　まず最初に、山口会長と宮本次年度のつき始めで始まり、今年度卒
業生、青年部メンバーの順でつき、最後に子どもたちも短い杵を思い
切り降り下ろし、一生懸命に参加していました。
　昼頃には、青年部メンバーのなかつ屋特製おでんやうどんが出て、
和気あいあいとした楽しい時間が過ごせました。
　その後、引き続き青年部メンバーが中心となって５時前位までかか

　12月21日、いつもとは少し違った雰囲気の中で例会が始まりまし
た。というのも今日は、次年度の会長を決める選挙があるからです。
毎月、初めての事ばかりでとてもいい経験をさせていただいて青年部
に入ってよかったと思っています。そして、次年度会長に、宮本くん

でなんと優勝してしまい（ちなみに中川秀樹委員長のグループが２
位）愛媛県の代表として東京で開催される全国大会に行く事になりま
した。
　今まで参加した中で一番充実出来た講座ばかりでした。優勝出来た
事よりたくさんの知識を得られた事が今後の自分に大変プラスになる
なと感じられた貴重な時間でした。最後に熱心に講義して頂いた講師
の皆様の為にも全国大会頑張って来たいと思います！あと会議所から
の講座のお知らせ・メールにも感謝です。

（どないかせんで委員会　河野　武洋）

　そして、試合終了後には、きさ
いや広場にて表彰式及び懇親会を
行いました。総勢60名近い方に
参加して頂き、沢山の方と飲んで
食べて楽しい交流会になりました。
これからもこういう機会が増え、
同じ志を持つメンバーの増加にも
つながればと思います。

 （企画広報委員会　中村　啓人）

　新年会の担当は、魁！交遊委員会の仕切りで楽しく行われました。
昨年実施したえひめ南予いやし博ツアーを振り返る目的にて、有明　
崇君の真鯛の解体ショーもお見事でした。メンバーの交流目的で行わ
れた、大好きな飲み物速飲みレースが行われ、最後に美味しい真鯛の
握り寿司も一気に食されていまし
た。最後今年の運気を試す、くじ
引きが行われなんと私が優勝しま
した。なんと商品はテレビでした。
本当にありがとうございました。
今年１年皆様と一緒に楽しい事業
を行える運気を頂きました。今後
共よろしくお願い致します。
（どないかせんで委員会　中川　誠一）

日々練習したいと思います。
 （魁！交遊委員会　松浦　　忍）

りました。
　例年とは、違った形のもちつきにはなりましたが子ども達が、植え
たものが口に入るまでにどれだけの手数をお百姓さんがかけているの
かをしる良い機会に恵まれたのではないかと思っています。 毎回の
反省でもある参加人数は、とても
多く良かったと思いますが、もち
を丸める人が少なくとても苦労し
ていた事が反省点でした。
　最後に、このような貴重な体験
を企画して頂いた、森川総務室長
並びに御両親、総務室の皆さんあ
りがとうございました。  

 （企画広報委員会　井上　和也）

が無事決まり、宮本次年度会長の、
熱のこもった意気込みを聞き12月
例会は終了しました。

 （企画広報委員会　三瀬　重幸）

9/29㈯～2/3㈰

12/2㈰

1/12㈯

1/13㈰

12/16㈰

12/21㈮
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全国おきなわ那覇大会

１月例会・臨時会員総会

委員会対抗ソフトバレー大会及び懇親会

南中教育学校親善女子サッカーマッチ

２月例会・合同委員会アワー

さぁ～いよいよ沖縄だ!!
なぜか仕事でもないのに早起きしてします(笑)
この感覚は昔、遠足や修学旅行の前の日に夜寝れなんだり、めっちゃ
早起きしたり、そんな懐かしいまた昔の感覚を甦らしてくれる
なぜかって？僕にとって沖縄は初上陸なのだ

おもむろに洗面台に行き念入りの歯磨き!!
スーツケースに全ての必需品を詰め込み玄関の扉を開けた～
今日の為だけに僕を照らしてくれる最高の朝日♪
いざ中畑OB宅へ

タクシーの中で沖縄に対する妄想が湧いてくる
どんな大自然が僕を待っているのだろ～
何食べよ～
沖縄女性は？？？？？
な～んて事が脳裏を右から左へ

さぁ～二日目待ちにまった
嘉手納基地視察(*^.^*)
F22戦闘機を間近で見る事や実
際に本物のマシンガンを手に取る
事が出来ました 
これも沖縄YEGと米軍の方々の
御尽力のお陰だと感謝しています

　平成25年1月21日午後７時より会議所３階大ホールにて１月例会
及び臨時会員総会が行われました。
　例会では（どないかせんで委員会）の藤掛君が新店舗とり幕府の紹
介（企画広報委員会）の渡辺君が、奥さんとオープンしたサロングラッ
ツェの紹介をしてPRタイムの有効利用をしました。

　１月27日㈰天神小学校にて、委員会対抗ソフトバレー大会が行わ
れました。
　外はチラチラと雪がちらつく中、体育館では熱戦が繰り広げられま
した。
　優勝は役員メンバーチーム。企画広報委員会厳選の豪華？な景品が

　２月９日土曜日、ぽかぽかの暖かいひざしを浴びながら、待ちにまっ
た南中サッカー親善試合を遂行してきました！
　相手は現役の若き学生、前半の20分が終わり五分の休憩には、さ
わやかな笑顔ですばらしき回復力を見せスポーツの心地よさを実感さ
せてくれるようでした！対局といたします、我が青年部チーム、前半
終了のホイッスルでベンチに帰ってくる姿といいますと、体力を使い
果たし顔は青ざめ足は摺り足、すべてを失いさまよい続ける、まるで
敗戦後の焼け野原を歩く、兵士を想像させる次第でございました、ベ

　 2月21日の例会は、なんと初のどないかせんで委員会と企画広報
委員会がコラボし『商工会議所って何?～うまく付き合う方法～』を
タイトルで行いました。講師は商工会議所の職員さんにして頂きまし
た。
　内容はＹＥＧの歴史や事業支援、相談、保険関係などを講演して頂
きました。この講演で企業経営をしていく上でお得な情報を教えて頂

さぁ～三日目さぁ
沖縄県平和祈念資料館～白梅の塔～沖縄ワールド～大懇親会とハード
スケジュールな、一日でした！
最後に立ち寄った居酒屋さんで素晴らしい沖縄の歌とその意味につい
て勉強させられました!!
「テレビでは映せない　ラジオでは流せない」
島唄!!島人ぬ宝!!など素晴らしい歌があります!!
歌詞を知り意味をわかった上で聴くとまた違う何かが見えてくると思
います。

僕にとって初沖縄♪初全国大会
でしたが沖縄の文化を知り戦争
について学び人の温かさを感る
旅になりました♪
最後に同行してくれた友人
沖縄で出会った人々に感謝ですな
最後にオリオンビールで
あり乾杯
 （企画広報委員会　若林　昭範）

　臨時会員総会では、来年度の役
員が決まりました。
　新年度も充実した役員の方々で、
いろんな事業で、私たち会員をリー
ドし、ぐいぐい引っ張っていって
くれると思います。
（企画広報委員会　渡辺　大助）

贈られました。
　懇親会は丸忠さんで行われ、委員
会の枠を超えて交流を深めました。
　参加していただいたメンバー、
並びにご家族の皆さん、お疲れ様
でした。

 （企画広報委員会　藤野　紀行）

ンチでは相手は円陣をくみ、作戦会議、負けじと円陣の合図、誰も
こない…まぁそんなこんなで、試
合をやり遂げ結果は２対２の同点、
楽しい、苦しいサッカーを満喫し
てきました！
　参加人数12人…これもう少し増
やしたいので皆様、次年度多数の
参加とお願いします！
　今年度、サッカー参加、応援な
どありがとうございました！

 （企画広報委員会　井伊　勇二）

いたり、今まで考えてもいなかっ
たＹＥＧの歴史などが聞けたり 普
段あまり関わりの少ない職員さん
ともお話しが出来とても良い時間
でした。
　２次会は有明で楽しく行いまし
た。

 （企画広報委員会　岡野　太春）

3/7㈭～3/10㈰

1/21㈪

1/27㈰

2/9㈯

2/21㈭
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1月26日㈯高田賢治さんの実父の
高田国弘さんが急逝されました。 門田誠治さん１月15日入籍

ご冥福を
お祈りします お　慶　び

今年度を振り返って

◇魁！交遊委員会 委員長　溝渕　幸男
　今年度、魁！交遊委員会委員長を務めさせて頂きました。４月家
族新緑会（なかつ庵)、新入会員歓迎会に始まり、８月大月町柏島
での家族例会、11月後期新入会員歓迎会、１月の新年会、自分の
都合で委員会メンバーに迷惑をかけてしまいました。振り返って自
分のダメな部分等、メンバーに教わったと思ってます。それから３
月卒業式、ここからは願望…まぁ天気は晴天、春のおとずれを感じ
るぐらいの陽気で場所、場所は城山にして良かったと思います。卒
業生も思い出に残ってくれたでしょう。
　この企画では、両副委員長がずいぶん尽力して下さり、非常に助
かりました。
　次年度、若林君も楽しい事を考えているようです。自分にとって
今年度は良い感謝の年になりました。
　最後に任命してくれた山口一峰会長にお礼を申し上げます。

　会員の皆様本当にありがとうございました。そして役員を引き受
けてくださった皆様には、本当に感謝の意を表したいと思います。
　また、島原代表幹事をはじめとするOBクラブの皆様、廣瀨会頭
をはじめ商工会議所親会の皆様、職員の皆様、女性会の皆様には
何かとご心配やご面倒をおかけしたと思います。この場をお借りし
てお礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
　会長職を拝命した時には、とても先の長いことのように感じられ
た一年も今この瞬間に至っては、名残惜しいという気持ちが正直な
ところです。平成24年度のスローガンを「わくわく♪」として掲
げさせていただきました。色々なことに取り組む際に希望と期待を
する時の気持ちを形容した言葉です。

◇企画広報委員会 委員長　中村　啓人
　昨年の１月に山口会長に指名して頂き、本当に不安しかない企画
広報委員会委員長の始まりでした。しかし、担当の井伊副会長、井
上、岡野両副委員長始め委員会メンバーの支えで、なんとかかんと
か4回の青風発行、観月会、交流ソフトバレーなどなど、色々な事
業をこなしていくことができました。本当に瞬く間に１年間が過ぎ、
沢山の経験、苦労を体験できたことは、なんにもわからないまま委
員長を受けたからだと思っています。委員長になり今まで話した事
のなかったＹＥＧメンバーと話す機会も増え、たくさん飲み仲間が
増え、サイコーの１年になりました。最後に、全くの未経験の僕を
委員長に指名して頂いた山口会長始め、暖かく見守って頂いたたく
さんのＹＥＧのメンバーありがとうございました。そしてこれから
も宜しくお願いします。

◇どないかせんで委員会 委員長　中川　秀樹
　今から一年前、準備委員会の打ち合わせの為に、僕の自宅の和
室にて初めての話し合いが豊島副会長、井上やす、パン両副委員長
とで行われましたが、あっという間の一年間だった感じです。まず
は、僕が考えた事業計画を納得いただきそれからもっと良くするた
めの話し合いがありました。その中で何か斬新な委員会名にしたい
という気持ちとこの宇和島をどうにかしたい！どないかしたい！と
いう気持ちから「どないかせんで委員会」が誕生したわけでござい
ます。
　今年度は愛媛県の事業である「えひめ南予いやし博2012」の開
催にあたり我が青年部は「レッツゴー宇和海　みんなで体験　おさ
かなレボリューション」のイベントを開催いたしました。このイベ
ントのお陰を持ちまして、青年部メンバー他愛媛県、宇和島市の職
員の方々並びにたくさん地元の方々との交流ができましたのはこの
イベントに携わったことによるものだと思います。
　それと、ＹＥＧ杯、高田賢治君には準備でたいへんお世話になり
ました。あとは、皆さんの力があったからこそうまくやり遂げたの
ではないかと思っています。
　新しいメンバーもたくさん入りこれからも我が青年部がもっと飛
躍していくことを心から思い申し上げてどないかせんで委員長、昭
和のイケメン中川秀樹の最後のご挨拶とさせていただきます。
　一年間本当にありがとうございました。

◇総務室 室長　森川　晴喜
　総務室を任されて、はや1年が過ぎようとしています。総務経
験のない私は不安でいっぱいのスタートでしたが、西本･古谷両
室長に実務から段取りの面でサポートしていただき、とても心強
く助力いただきました。ありがとうございます。メンバーもたく
さん参加していただき、例会出席率ランキングでは堂々1位の成
績を治めることが出来ました。
田植え・稲刈り・もちつきを一連の流れで行ったもちつき事業で
は、こどもたちの笑顔が印象的でした。総務室メンバー、YEG全
体メンバーに感謝の気持ちでいっぱいです。来年もメンバーひと
りひとりが、みんなの力になれますように。

◇まつり特別委員会 まつり頭　中村　匡史
　まずは、今年度もＹＥＧまつり特別委員会に御理解と御支援をい
ただきましたＯＢクラブの皆様をはじめ商工会議所の会員の皆様
に厚く御礼申し上げます。ちょうど１年程前、前任者でもあります
山口会長より『まつり頭』をご指名頂きました。年齢も近い事もあ
り何らかのお手伝いが出来ればと思っていましたが、自分のＹＥＧ
活動を振り返っても決して『お祭り男』では無い僕にとっては、正
直『まつり頭ですか？』ってのが最初の本音でした。そうこう言っ
ても請われて断るのも男がすたる！なんて格好つけて一歩踏み出し
てみたものの、とにかく考える事つまらない……やっぱ『Nｏお祭
り男』やなぁと感じた事を今でも思い出します。そんな頭を、松明
隊長坂本君と警備隊長井上君をはじめＹＥＧみんなで担いでくれて
祭りを盛り上げてくれた事大変感謝しています。とにかく楽しかっ
た。良いお祭りだったと思います。２年目を迎えたオールカマーの
参画も店長豊田君のもと皆が楽しんでキッチリ商売もしてくれた
事、ＹＥＧの底力を改めて感じる事が出来ました。今年卒業を迎え
る沖さん、秀男さん、琴姉さんと酒憲さんの４人とトロピーナで遊
べた事、とても大切で素敵な時間だったなと今になって深く感じて
います。今年も是非遊びに来てくださいね。とにかくメンバーの皆
様、大変お世話になりました。平成25年度もまた皆で『和霊大祭』
うわじま牛鬼まつりを楽しみましょう。

　本年度は委員長の皆様のずば抜けた事業企画が目白押しでした。
その一つ一つの事業に私は「わくわく♪」させていただきました。こ
の一年は私の人生の中において貴重な一年だったと思います。皆様
は「わくわく♪」していただけたでしょうか？
　最後になりましたが会員の皆様へ
　世の中を動かすのは人です。人を動かすのは気持ちです。気持ち
を共有し合える仲間がここにはいます。気持ちをしっかりと持ち、己
を信じ、研鑽し邁進してください。進み続ければそこには成功しか
残っていません。
　一年間本当にありがとうございました。

会　長　山口　一峰

追 悼 豊田克也君へのメッセージ
　豊田君、貴方と共に過ごした時間はかけがえの
ない貴重な時間でした。
　お酒と海が大好きで、いつもムードメーカーだっ
た豊田君はみんなの人気者でしたね。今でも悲報
は信じがたいものですが、みんなの心の中に豊田
君は生きてます。
　どうぞ安らかな時間をお過ごしください。 

（会長　山口　一峰）

　今年度、新入会員で入会し、魁！交遊委員会に所属となり市内在住の時
はいろいろ助けてもらいました。
　趣味が「マラソンとスキューバダイビング」そう話していたのを今でも
覚えてます。
　夏、柏島の家族例会に向けて委員会アワーで黒潮実感センター長神田優
氏を招いた時、彼が鹿児島大学時代に海洋生物等の研究をしていただけあっ
て懇親会では先生の隣に座り話が弾んでいたのを思いだします。
　「今は市内から日振島勤務になり、例会、委員会が出てきにくくなったん
ですよ」と事故で亡くなったと知った時は驚きました。宴会ではユーモア
を有り、優しく、物言いもやわらかな青年でした。これからという時に非
常に残念で悔やまれます。
　ご冥福をお祈りいたします。 （魁！交遊委員会　委員長　溝渕　幸男）


