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　20日の牛鬼展示から25日の後片付けまで多く
のYEGメンバーが関わって頂いた事、感謝感謝
です。
　お陰で事故も無く、無事祭りを終える事が出来
ました。
 まつり頭も今年で２年目になりますが祭りをや
り終えた後の達成感は何とも言えません。
　これも、潮位が高く川が深い中、沈没寸前のゴ
ムボートで頑張ってくれた森川松明隊長と、最年
少で指示する相手は全て先輩、眠れない夜を送り
ながら奔走してくれた三瀬警備隊長、夜市でのプ
ロローグから最後まで盛り上げて商売してくれた
トロピーナ（カマー店舗）井上やす店長の３名あっ
ての事だと感じます。
　OBの皆様もご協力ありがとうございました。
火付場にカマー店舗にと人手と経験不足を先輩達
のお陰で乗り切る事が今年も出来ました。
　言葉つくせませんが、皆様本当にお疲れ様でし
た！来年も、みんなでYEGのそして宇和島の『祭
り』を盛り上げて行きましょう。

（まつり頭　中村　匡史）

　私は小さい頃からまつり行事に参加する事
が少なく、いつも遠くで眺めてばかりいまし
た。その事もあり今回まつりの要領もわから
ないまま警備隊長を引き受けてしまい、警備
隊の皆に迷惑ばかりかけました。
　宇和島の人間でありながら、宇和島のまつ
りの歴史を知りませんでした。宇和島の人間
のまつりに対する熱を知りませんでした。そ
の歴史に、宇和島の人間の熱に少し触れただ
けで感動する事ばかりでした。それも警備隊
長に任命して頂いた事により味わえた経験だ
と思います。今年度の反省点は沢山あります
がその反省を活かして次年度、よりスムーズ
な進行をやれるように皆でやっていきましょ
う！
　最後になりましたが、ノミの心臓の私へ警
備当日声をかけて下さった皆様、本当にあり
がとうございます。そして警備隊の皆、迷惑
ばかりかけてすみませんでした、でも皆のお
陰で何事もなく終われました。ありがとう!!

（まつり警備隊長　三瀬　重幸）

　24日走り込みに参加された皆さん、カマーに参加された皆さん、
御神輿さんやその他の団体に参加された皆さん、松明準備を手伝っ
てくれた皆さん。本当におつかれさまでした。これまでのお祭り
参加で一番緊張した年でした。皆さんのおかげで松明に火がつい
たと思います。ありがとうございました。
　内港盛運社では、昨年の坂本隊長の忘れ形見SAKAMOTO(篝
火)12台と100名を越える参加者で掲げた松明で御神輿をお迎え
しました。例年の勢い勇んで走り込む御神輿もいいですが、とて
も幻想的な雰囲気の中でゆっくり通り過ぎる御神輿もすごくいい
なと感じました。
　須賀川 御神竹走り込みでは、今年は例年になく水位が深いとの
こと。松明隊もどうやって御神竹のところまで松明を持って行け
るかにみんな頭を悩ませました。みんなとの綿密な打合せで、事
前に松明を川中に準備する方法を採用した結果、充分な時間で御
神竹を照らすことが出来ました。
　本年度の松明隊は、出来るだけ準備を減らし、みんなに楽しん
でもらえるよう考えました。うまくいかず皆さんにいろいろ迷惑
をおかけしたところもありました。反省を次年度に繋げたいと思
います。最後に、皆さんの思いで松明隊長をさせていただいたこ
とに感謝します。ありがとうございました。

（松明隊長　森川　晴喜）

フェイスブック
やってます。

ＹＥＧ

ブログ

4/21　通常総会  記念写真

7/22・23・24　うわじま牛鬼まつり和霊大祭
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観　桜　会

通常総会・新入会員歓迎会

第36回たまらん会

座　禅　会　（IN 普門寺）

第46回  市民早朝ソフトボール大会

宇和島南中女子サッカー大会

　３月30日㈯にOBクラブ主催の観桜会に出席させて頂きました。
青年部からは、宮本会長・山口直前会長・井上恭、中川、井上和副会
長・芳谷相談役の６名で参加させて頂きました。
　先ず始めに、島原代表幹事の挨拶の後に、宮本会長以下、全ての役
員の来年度の意気込みを話し又、いろいろなお願いをさせて頂きまし

　今年最初のYEG通常総会が始まりました。宮本　光会長の挨拶か
ら始まり、来賓の方々から祝辞と今年入会した13名の新入会員への
激励も頂きました。
　総会終了後に来賓の方々と会員メンバーで記念写真を撮り、このあ
と今年７月６日に開かれるYEG県大会の主催地の今治から多数のPR
隊が来られ気合の入ったPRをしに来てくれました。
　そして今年も新入会員歓迎会が始まりました。今年は会員交流委

　4月29日、雲ひとつない晴天の中、第36回たまらん会が開催され
ました。
　今回はOBの方々、新入会員の畑中君など計23名で熱い戦いの幕
開けです！
　本年度の最終戦ということで豪華商品が揃い、皆さん目の色をかえ
て臨んでいたように思えました。
　結果は、な、な、なんと若林君が優勝するという大番狂わせがおこ

　5月19日㈰に総務委員会主催の座禅会が開催されました。
　会場は、普門寺さんの御協力を頂き、宮本会長以下９名で参加しま
した。
　先ず始めに、ご住職による座り方の指導や説明があり、座禅をする
ことにより深い息し、背筋を伸ばす事で、その他色々な作用が働き、
健康になり長い生きをするという事でした。我々青年部は、普段暴飲
暴食をしている人が多いので、皆真剣に取り組んでいました。

　今年も、宇和島YEGチームにて、早朝ソフトボール大会に参加し
てまいりました。
　１回戦は、VS　宇和島JC　戦、向田君の満塁弾も飛び出し辛くも
10対９にて勝利しました。
　２回戦は、VS　正光会宇和島病院　戦、則松君のホームラン等も
出て善戦したんですが、　６対８にて、惜しくも負けてしまいました。
　結果は、２回戦敗退でしたが、メンバーの方と早朝より、楽しく

　６月９日に丸山の人工芝グランドにて、南中女子サッカー親善マッ
チが行われました！
　毎年行っているこの親善マッチですが、今年はいつもの学校での土
のグランドではなく…、なんと！人工芝グランドでの試合となりました！
　普段とは違う緑のピッチにやる気が出たのか、我らがYEGチーム
の勝利で今回の試合は終わりました。
　まだチームとして仕上がっていない感じが試合の中で見当たる部分
が多かった南中女子でしたが、次に親善マッチをする頃には強いチーム
になるんじゃないかと期待をする場面もあり、これからが楽しみです！
　また今回は人工芝でのグランドということもあってか、ケガ人など

た。その後、歓談に移りOBクラブの皆さんと現役メンバーの和気あ
いあいの雰囲気の中、楽しい時間を過ごしました、現役メンバーの知
らない苦労話や今の青年部に必要な事を教えて頂き貴重なご意見を頂
きました。
　これからもOBと現役メンバーのより良い関係が築いていければと
思います。
　OBの皆さん本当に有難うございました。

 （企画広報委員会　井上　和也）

員会若林委員長司会でビンゴ
ゲームが始まりました。ゲーム
では賞金や景品もありました
が、１番の見どころは封筒の
中に入っている指令の罰ゲー
ムで、ゲームが進むのをドキ
ドキしながら見ていました。少
し時間はかかりましたが山口直
前の1本締めで終了しました。 
（企画広報委員会　板崎　聖治）

り、表彰式のスピーチでは
本人うれしさのあまり何を
言ってるのかちょっとわか
りませんでした。(^-^;　
　また次回も開催されます
のでゴルフに興味がある
方、またしてみたいなと
いう方でもかまいません、ぜひご参加
まってます。　

 （企画広報委員会　向田洋一郎）

　座禅の後に、お庭を見ながらご
住職のお話を伺いました。
　最後には、お悩み相談室になっ
ていて、とても良い体験が出来ま
した。
　次も座禅会を開く予定なので、
その時は参加メンバーも増やして
貴重な体験をして頂きたいなと思
います。
 （企画広報委員会　井上　和也）

汗を流せてとても満足
でした。また、早朝よ
り、応援に来てくださっ
た、メンバーの方も本当
にありがとうございま
した。来年もまた、メン
バーの方と、大会に参加
して、一つの目標に向かってプレー
できればと思います。

 （企画広報委員会　亀田　尚人）

もなく終わることができて
良かったです。
　YEGチームで参加された
方、助っ人として来ていた
だいたOBとその他の方々も
ありがとうございました！
　次回も人工芝グランドで
の親善マッチを予定してい
るとのことですので、少し
でも多く参加をよろしくお
願いします！

  （企画広報委員会　松本　和郎）

3/30㈯

4/21㈰

4/29㈪

5/19㈰

6/7㈮･13㈭

6/9㈰
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YEGショップOPEN

南予合同交流会

第37回たまらん会

愛媛県大会今治大会

内子町並み散策

　今回、委員長として初めて取り組んだ事業である「YEGショップ」、
開店するまでは苦難の連続でした。何より４月に頂いた総会資料の会
長挨拶の文面において宮本会長がハッキリと「今年度の中心事業です」
と書かれていて物凄いプレッシャーを感じたものです。
　それからは委員会の度に３時間を超える長丁場の連続で話をまと
め、会長をはじめメンバーの方々から色んなアドバイスを頂きながら
委員会全体で一丸となり、晴れて6/22の第一回目の土曜夜市での開
店を迎える事が出来ました。
　フタを開けて見たら思った以上の盛況ぶり。特にゲームコーナーは
ニュースでも取り上げて頂き、予想を大きく上回る売り上げとなりま
した。そして何より来て頂けたお客様、そしてスタッフとして参加し
て頂いたメンバーが暑い中実に楽しそうに対応してくれていたのが委

　去る、6月25日火曜日、八幡浜のホテルイトー（八幡浜YEG）にて、
南予合同交流会が行われました。今年度四国ブロック大会の開催地は
伊予YEGということもあり、伊予YEG会長も四ブロのPRをし、交流
会に参加して頂きました。交流会は同じ南予のYEGということもあ
り、何度かお会いしたこともある顔が多々あり和気藹々と交流会をご
歓談しました。途中、アトラクションがあり、とても体に悪いドリン

　平成25年度１発目第37回のたまらん会が、新たまらん会会長中
川誠一君のもと、商工会議所の二宮専務理事様、中屋事務局長様をは
じめ沢山の新会員を向かえ６月30日の日曜日宇和島カントリーにて
23名の参加で開催されました。新しいメンバーが増えると雰囲気変
わって、より楽しいたまらん会になったなぁと感じました。やっぱ賑
やかなんがいいですね～♪幹事の皆さん、ご苦労様です。ちなみに優
勝は私、森永卓郎でした。同伴の河野君、高鍋さん、しげちゃん、に

　去る、７月６日㈯、愛媛県大会今治大会に参加してきました。
　宇和島商工会議所を出発して今治の会場へ着くまでの間に、会長オ
ススメの「ダウンタウンのごっつええかんじ」DVDを見ながら、皆
でバスの移動を楽しみました。
　今治に着いてからは、式典のあと今治の商業の発展の講演会を聞き
ました。
　そして待ちに待った分科会、分科会は「しまなみサイクリングと潮
流体験」、楽しみにバスで移動していると、まさかの雷雨、そして自
転車は「ママチャリ」！！？　雷雨の中、しまなみ海道を颯爽と駆け抜

　６月30日㈰、内子町並み散策に家族3人で参加させていただきま
した。ガイドさんの案内による町並み散策は、こういう地方の観光に
おいて、キーワードになると思い研修としての参加です。
　町並み散策の内容は、明治～大正にかけて出来上がった町並みがそ
のまま残っている地区を上芳我邸(木蝋資料館)・商いと暮らし博物館・
内子座を中心に、ガイドさんの説明を聞きながら散策しました。幸い、
雨が降り始めるのが、町並み散策終了ぎりぎりで、研修中雨に濡れる
事もなくて済みました。終了後は、内子座近くの食堂で、昼食がてら

員長としては最高の喜びで
す！委員長として今年度初
頭に掲げたスローガン「自
参多笑」を多少なりとも実
践できたのではないかと思
います。
　今回の事業を通して、こ
のYEGショップを営業する
事に於いて少しではありま
すが「商店街の活性化」の
お手伝いができ、そして商
店街の素晴らしさや現状など本当に色々な事を勉強できたと思いま
す。ここでこの流れを止めるのではなく、少しでもまた商店街を活性
化するお手伝いをできる範囲でさせて頂きたいと思います。

　 （地域親興委員長　中川　立治）

クを飲んだ人は八幡浜ご当地のお
土産をいただきました。とても参
考になるアトラクションでした。
　来年は宇和島で開催されるとい
うことで、負けないような盛り上
がりとアトラクションで望みたい
です。
 （企画広報委員長　森岡　敏樹）

感謝です。次回は秋を予定してま
す。まだ参加されてない方、一度
お休みされてる方も是非ご参加下
さい。

追記： OBのKKさん、現役のSM君 
いつもありがとうございます。
また遊んでやってねー♪♪ 
  （まつり頭　中村　匡史）

けるというとても貴重な体験をし
ました。潮流体験では、サイクリ
ングのときに濡れたシャツが船で
沖に出ると、風を受けて「ガクガク」
と寒さで震えながらの体験でした。
　最後に大懇親会。くじ引きで森
岡委員長が今治タオルを当てて、
今治大会は終わりました。帰りに
食べた大洲の福ちゃんラーメンが
絶品だった。とか。（笑）
  （企画広報委員会　松本　尚也）

の宴会となったのは言うまでもあ
りません。
　ただ、この研修、子供連れとい
うこともあり、賑やかな道中でし
た。私も半分は、子供の世話に追
われていました。参加者が、わが
子に悪戦苦闘している様は、普段
見ないお父さんの顔が見られて、
新鮮でした。皆さんお疲れ様でし
た。
 （企画広報委員会　西本　陽平）

6/22㈯

6/25㈫

6/30㈰

7/6㈯

6/30㈰

4月12日　走り込み部会
県連理事会

4月16日　うわじま産業未来創造センター
開所記念行事

4月21日　通常会員総会

5月10日　女性会総会
5月11日　四国ブロック会長会議

5月14日　八幡浜　みなっと　視察

5月28日　OB総会

6月24日　走り込み部会

6月26日　会議所　通常議員総会

7月13日　走り込み　安全祈願

7月25日　御神輿　慰労会

7月29日　おたまや様

宮本会長
の動き

【4月～7月】
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お　慶　び

石井　幸一
（会員交流）

木下　洋平
（総　　務）

大内　孝介
（会員交流）

佐々木昭夫
（地域親興）

鷹田　義貴
（企画広報）

上甲　美奈
（総　　務）

下口　翔平
（会員交流）

畑中　　聡
（総　　務）

高鍋　勝彦
（会員交流）

松本　和晃
（会員交流）

松浦　　学
（会員交流）

村井　宝史
（企画広報）

渡部　太輔
（地域親興）

谷田　真紀
（地域親興）

Ａ１　医療法人 沖縄徳洲会 宇和島徳洲会病院

Ａ２　ドライブ

Ａ３ 　石の上にも三年

Ａ４ 　地域に愛される病院にしたい

Ａ５  　人と人とのつながりを大切にしたい

Ａ１　木下正月堂、和菓子製造販売
Ａ２　格闘技観戦、ドライブ
Ａ３ 　先手必勝
Ａ４ 　全国の皆様に当店の和菓子を食べてい
ただきたい

Ａ５  　自信をアピールして精一杯頑張ります

Ａ１　医療法人 沖縄徳洲会 宇和島徳洲会病院

Ａ２　車、釣り、野球

Ａ３ 　石の上にも三年

Ａ４ 　地域に根ざす病院をめざす

Ａ５  　人との交流

Ａ１　㈲エスエー、訪問介護

Ａ２　飲酒

Ａ３ 　宵越しの銭は持たない

Ａ４ 　幸せな家庭を築く

Ａ５  　お手柔らかにお願いします

Ａ１　㈱フジトラベルサービス、旅行業

Ａ２　休みの日のドライブ

Ａ３ 　真摯

Ａ４ 　親しみやすい店作り

Ａ５  　地域振興のためがんばります

Ａ１　ブルードルフィン

Ａ２　お酒

Ａ３ 　一攫千金

Ａ４ 　禁煙

Ａ５  　頑張ります

Ａ１　下口鉄工、溶接

Ａ２　運動

Ａ３ 　一生懸命

Ａ４ 　宇和島を盛り上げる

Ａ５  　いろいろ貢献出来る様に頑張ります

Ａ１　㈲エ－ジェント　ハタナカ、保険販売

Ａ２　ゴルフ、ボディーボード

Ａ３ 　だますよりだまされろ

Ａ４ 　起業する

Ａ５  　積極的に参加させていただきます

Ａ１　税理士法人オレンジ、会計税務

Ａ２　ジョギング

Ａ３ 　平常心

Ａ４ 　地元に密着した事務所にしたいです

Ａ５  　宇和島を盛り上げたいです

Ａ１　宇和島信用金庫、金融業

Ａ２　映画鑑賞

Ａ３ 　やまぬ雨はない

Ａ４ 　子供も授かる

Ａ５  　皆さんと成長していきたいです

Ａ１　魚亀、仕出し料理
Ａ２　つり
Ａ３ 　失敗は成功のもと
Ａ４ 　店の名前を覚えてもらえるように頑張
りたい

Ａ５  　できることをコツコツと積み重ねて頑
張ってする

Ａ１　学校法人 八幡学園  八幡幼稚園、八幡神社
Ａ２　ジグソーパズル
Ａ３ 　感謝
Ａ４  　目標!　園児数の増加、YEG会員のお子
様に入園してもらう

Ａ５   　楽しくやっていきたい。幼稚園よろしく
お願いします（フラダンスはじめました）

Ａ１　風花（かざはな）
Ａ２　ダイエット
Ａ３ 　花は野にあるように…
Ａ４  　楽して痩せるコト
Ａ５   　これからも尊敬する人をみつけて、
　　その人から様々なコトを吸収したい。

Ａ１ 　ムライカメラ、プリント事業、各種証
明写真、用品販売、撮影

Ａ２　今はテニスにはまってます
Ａ３ 　試練はそれを乗り越えられる者にしか
訪れない

Ａ４ 　健康であり続けること
Ａ５  　多くの人と話し、いろいろな事を学び
YEGメンバーと共に成長したいです

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言お願いします

質問
事項

新入・交代会員紹介

お誕生おめでとう

山口　歩
ほ

栞
のか

ちゃん
4月20日生まれ
山口　一峰　長女

ご入籍おめでとう
　芝　祥平さん彩香さん
4月19日にご入籍


