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新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介

伊
い

藤
とう

　康
やす

雄
お

（イトウ電化）

①　電気工事・エアコン工事・ちょっとした工事・修理など小さな事もやります。
②　テレビを見る事、車が好き
③　ＣＳ放送（スカパー etc）見てます。
④　今日の苦しみは、明日への栄光
⑤　中国・上海・北京など
⑥　ＹＥＧ会員としての宇和島のために何ができるか？考えながら活動していきたい。

新入会員として！
　この度、商工会議所の岩村さん、王子屋の芳谷さんの熱い思いから入会を決意しました。４月に６名の同期と
共に73名の仲間入りすることができうれしくおもいます。例会日に盛大なる歓迎会をしていただき各委員会に
も配属になり、個性の強いメンバーに圧倒されながら有意義な時間を過ごすことができました。同級生・知り合
いも多い会なのでまずは自分が楽しく、自分を覚えてもらい、自分を磨く事そして自分のできる事を探して活動
したいと思います。
　42歳をこえて残り少ない青年部活動ですが青年会議所活動での宇和島を思う気持、そしてこれから始まる青
年部での活動、想いは同じです。違う目線から宇和島を見て行き自分の出来る事そして会長の意思と重ねて宇和
島を盛り上げていければさいわいです。メンバーみなさんと楽しく、宇和島について語り合いがんばっていきま
す、宜しくお願いします。

信
しの

田
だ

アンナ・リザ（ディオール）

①　Dior　スナック １時間￥3000 飲み放題
　　アン・カフェ フィリピン料理、和食等メニュー　日替わり￥650
　　 ＡＭ9：00～ＰＭ6：00（火・金・土・日のみＡＭ1：00）
　　 ＹＥＧ特典（１回限り）日替わり￥500なおかつコーヒー付き
②　料理（和食なら照り焼き・生姜焼き）、パソコンをすること
③　365日休みなし（温泉に行くそうです。やすらぎの里であえるかも）
④　Diorとアン・カフェ両方にきさいや
⑤　広島　原爆ドーム、資料館　 沖縄　フィリピンに雰囲気が似てるらしいので
⑥　 宇和島を明るくするためにがんばりましょう。

坂
さか

本
もと

　秀
ひで

男
お

（㈱イナミコーポレーション 宇和島支店）

①　引っ越し、ごみ収集、自販機の管理、ドアマットのレンタル
　　＊引っ越しされる方　大歓迎です。
　　本人は主に営業、ドアマットのレンタルです。
②　バトミントン
③　寝る、休息してます。
④　なせば成る
⑤　冬の北海道
⑥　 人それぞれの考え方や価値観を学びたいです。

①仕事の内容についてお聞かせください。
②趣味はなんですか。
③休日は何をしてすごしていますか。
④座右の銘・好きな言葉を教えてください。
⑤旅行してみたい所・行きたい場所。
⑥ＹＥＧに入会しての意気込みをひとことお願いします。

質
問
事
項



８月２日㈰
　会員家族会

9月8日㈫
　南予地区YEG合同交流会（大洲）

9月12日㈯
　東北ブロック仙台大会　全国大
会PR隊

9月21日㈪
　例会後、観月会

9月23日㈬
　宇和島YEG文化祭（仮称）
※地域開発委員会　委員会事業

11月14日㈯～15日㈰
　第５回宇和島ＹＥＧ杯

● スケジュール ●

死去　　特別会員　大西　正昭 氏

入籍・出産　古谷　公志 君
入籍  　　石丸　敏光 君
出産　　　　中川　誠一 君

石丸君、満面の笑み

慶
弔
情
報 平成21年5月11日生まれ 

四男　中川　隼（じゅん）
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小
こ

村
むら

　良
りょうへい

平（㈲アクアプラス）

①　水産用医薬品販売
②　バスケ
③　 ミニバスクラブの試合及び社会人バスケの試合。家族サービス
④　何苦楚魂
⑤　ニューカレドニア、（渡鹿野島）三重県
⑥　 ＹＥＧの一員として迷惑をかけない様頑張ります。宜しく願います。

森
もり

田
た

　勇
ゆう

司
じ

（いよてつ髙島屋 宇和島支店）

①　 百貨店の外商です。車と保険以外はなんでもとりあつかいしてます。
安くします。

②　 ビールのみながら野菜をみること。ねことあそぶのも好きです。
③　 ねことあそんでます。
④　「しなやかに　たくましく」
⑤　広島の新球場に行ってみたいです
⑥　 転勤で宇和島にやってきました。いろいろ宇和島のことをおしえて
もらいたいです。

細
ほそ

木
ぎ

　拓
たく

也
や

（セーラー広告㈱）

①　 マーケティングコミュニケーションを機軸とする総合コミュニケーションサービス業。
　　 本社は高松で中・四国の顧客を主に企業活動しております。
②　 スポーツ観戦・読書・音楽鑑賞・映画鑑賞・旅行・ルアーフィッシング
③　 ②の趣味のいずれか。
④　 「四知」（天知る、地知る、汝知る、我知る）楊震
⑤　基本的に行ったことのない所。
　　 行きたい場所は、モナコ公国とラルプデュエズ峠（フランス・イタリア国境付近、ツール・ド・フランスでお馴染）
⑥　 微力ですが、宇和島活性のための一助になれば。

德
とく

弘
ひろ

　吉
よし

則
のり

（㈲德弘水産）

①　真鯛養殖
②　ＲＥＧＧＡＥ
③　決まってない。
④　なんとかなる！！
⑤　47都道府県制覇
⑥　 ゆったりお願いします。
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　平成21年４月21日、宇和島YEGの通常会員総会が開催されました。
　まずは勢いづけに、YEGの元気印！山口副会長の開会宣言のあと、
稲葉雄二会長の挨拶。
　「信念を持って進んで行こう。活力のあるYEGにして行こう」と力
強く決意表明！！
　出席していただいた副会頭の高川英穂様の激励の言葉や、地方局長・
宇和島市長さんからのメッセージも頂き、緊張感あふれる中にも、新
年度の期待感は高まっていきます。
　そのあと、総会議事であります、20年度の事業報告及び決算報告
も承認され、21年度の事業計画案や収支予算案の発表。各委員会の
委員長による、事業計画の発表と続き、この議案審議も無事に承認さ
れました。６名の新入会員さんの紹介もされ、議事はすべて終了。
　さあ、いよいよ21年度の始まりです。前年度の菊地会長より舵を
引き継ぎ、船出した稲葉丸！100年来といわれる不況の風に押し流
されること無く、73名の仲間と心強い事務局とともに、楽しんで荒
波を進んで行きましょう！！

　４月会員総会終了後、会議所３階大ホールにて、来賓の方々にも出
席いただいての懇親会及び新入会員歓迎会を開催しています。門田女
性会会長の乾杯の音頭で始まり、途中のアトラクションでは、いい感
じにお酒が入り場が和んだぐらいに絶妙のタイミングでの、溝渕、岡
村両刑事の板についた名演技の新入会員への取り調べでは、リサーチ
も良く、また、みなさんとてもバイタリティー豊富な受け答えで、大
いに盛り上がっていました。来賓の方々とも意見交換も行い、大変有

　５月例会の委員会アワーは中央保健所より廣瀬浩美先生を講師に招
き、禁煙についての健康増進セミナーを行いました。 
　会場内の座席を中央で二分し、タバコを吸う方、吸わない方に分か
れて着席していただきました。 
　講習が進むうちに「ならば、これを機会に禁煙してみよう」と決意し、
タバコを吸わない側の席へ移動される方が現れるのではないか、いや
いや現れてほしい、ということが当方委員会の狙いでございました。 
　結果としましては、「禁煙」なるものを宣言していただける方が聴
講者の中から現れるなんてことはありませんでしたが。 
　しかし、喫煙が私たちの身体に及ぼす悪影響は今回のセミナーでも

　平成21年度四国ブロックＹＥＧ役員会・会員総会・会長会議が５
月16日㈯に宿毛市秋沢ホテルにて開催されました。 
  　宇和島ＹＥＧより稲葉会長・沖県連会長・中村県連運営専務・石
丸委員・岩村事務局の５名にて参加して来ました。 
  午後３時30分より会員総会・会長会議が有り、日本ＹＥＧより委
員会事業説明等が行われましてその後、懇親会は会員だけで行われ全
国大会えひめ松山大会ＰＲが愛媛県連参加者全員にて行われました。

　６月３日19：00より、丸協ビル２Fにある「四季（オーナー井伊
くん）」にて吉田・三間商工会青年部の有志の方10名とYEGメンバー
約10名とで交流会をしました。
　豊島頭の挨拶で始まり、今年も宇和島牛鬼祭の走りこみの参加を要
請したり、冬は三間のイベント、中山池のライトアップの飾りつけに協
力したりと交流を深めていこうとお酒を交えて楽しく話しあいました。
　楽しい会は時間の経過が早く宴もたけなわになると、三間代表の中
田くんに締めていただき、盛り上がりはそのまんま、二次会の方、ク

　私も、総務委員長として出
来る限り役に立てるように頑
張ります。
【あ～～資料作成が間に合わ
ん～～！！】
（総務委員長　浜田　学）

総会来賓者（ご出席いただきま
してありがとうございました）
　宇和島商工会議所副会頭  高川　英穂　様
　宇和島商工会議所女性会会長 門田千代子　様
　宇和島YEG･OBクラブ代表幹事 堀川　藤雄　様
　宇和島商工会議所専務理事  宇都宮和幸　様
　宇和島商工会議所事務局長  二宮　洋始　様
　宇和島商工会議所中小企業相談所長 中屋　健二　様

意義な懇親会でなかったではない
でしょうか。堀川ＯＢクラブ代表
幹事の締めの挨拶で終了し、それ
ぞれ夜の街へと親睦を深めに消え
て行きました。
（会員交流委員会　一ノ宮　孝史）

学んだ通りであります。 
　多くの喫煙者の方が「禁煙」へ
の願望は持たれておられることで
しょう。 
　「禁煙したい、いや、してみよう」
と行動するきっかけに、動機づけ
にこのセミナーがなれていれば幸
いであります。 
（企画研修委員会　佐々木　真作）

３次会では、宇和島ＹＥＧと日
本ＹＥＧ総務委員会との交流が
行われ家路に着いたのは午前１
時ぐらいでした。 
（会員交流委員会　沖　秀和）

ラブ春に流れて行きました。
　吉田・三間商工会も気持ちの
熱い方が多いので今後とも交流、
協力をしてお互いの向上に迎え
ればと思います。
（企画研修委員会　森岡　敏樹）

4/21

懇親会及び新入会員歓迎会4/21

例会委員会アワー

会長会議

吉田・三間商工会青年部との交流会

5/21

5/16

6/3

平成21年度『稲葉丸』出航～～ !!
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　梅雨の時期とは思えないほどの晴天の中、平成21年度愛媛県商工会議
所女性会連合会総会（会員研修会）が６月17日、リジェール宇和島にて
開催されました。 
　当日、朝９時から私も女性会の皆さんと共に会場入りし、お客様を迎え
るため準備のお手伝いをしました。覚えのある会場での作業に、２月の
県大会を思い出し、懐かしさやあの日の熱気、皆の意欲が蘇ってきました。 
　午後12時、受付開始後、５Ｆにて稲葉会長、沖県連会長と共に定時総
会に参加。場所を移さず、「妻として母としてオリンピックに臨む」と題し、
元プロビーチバレー選手、佐伯美香さんによる記念講演会が開催、大盛
況に終わりました。ここでは青年部ＯＢである市川寛さんが、前日迄の準
備から当日の司会と才能発揮の大活躍を見せてくれました。 
　エクスカーションでは、地元真珠を使ったアクセサリー作りを体験し、
その後２Ｆへ移動、 懇親会場入り口で会員さんの素敵な笑顔に迎えられ物
産展を物色。懇親会は子供牛鬼を 担ぐ会員さんの威勢の良いワッショイ

　平成21年5月23日㈯に今年
度第1回目の南校女子サッカー
部親善マッチが行われました。
　試合形式は、20分×3セッ
トで行い、1セット目のハー
フ10分くらい経過したとこ
ろで、南校女子に先制点を許
してしまいました。その時は、
みんな少しがっかりしたよう
な雰囲気でした。そのまま、1セットが終了し、休憩時間が10分間あっ
たものの、やはり若者のいない我がYEGおじさん軍団はもうバテバテ。
　体力が戻らないうちに2セット目に入り、メンバーは大変でしたが、
おじさん軍団の中のおじさん（失礼･･･）富岡前事務局が必死の同点
ゴール。決して、鮮やかさはありませんでしたが、みんな喜びました。
その流れで2セット目も終了･･･休憩時間、おじさん軍団はもう死に
かけみたいな（笑）。
　そして、最終3セット目に入り、みんな走る足がもつれてましたが、
またもおじさん吉田OBが追加点のゴール。そのまま試合が終わり、
YEGおじさん軍団が3セット通じて、2-1で見事勝利を飾りました。
とても、いい試合でした。
　参加された皆さん、本当にお疲れ様でした。

（地域開発委員会　川添　雄次郎）

　第44回宇和島市民早朝ソ
フトボール大会が、6月1日
㈪丸山運動公園にて開催され
ました。
　前年度優勝の我がＹＥＧ
チームは、開会式後の試合で
強豪のＪＲポッポヤーズと試
合をし、序盤緊迫した投手戦
でしたが、中盤以降、持ち前
の打線が爆発し、９－２で圧勝しました。
　この勢いで2回戦。昨年度準優勝の柿原との試合に臨みましたが、
相手のしぶとさに負け、４－８で敗退しました。
　早朝より応援に駆けつけて下さった皆さん、選手の皆さん、大変お
疲れ様でした。来年は優勝旗を取り戻しましょう！

P.S.　 キャッチャーは光さんで決まり！
　　　Tさん、何もしてないのに肉離れはヤメましょう。。

（地域開発委員会　鎌江　良治）

　４月28日㈫、第６回大学
相撲前夜祭が市役所２Ｆ大
ホールで開催されました。
大学相撲部の学生さんと監
督・関係者の方々を宇和島に
おもてなしをしようと始まっ
た前夜祭です。
　この会は、愛媛新聞主催の
会で、ＪＣ（日本青年会議所）
の方々が主に準備から片付け
までされていたのですが、今回はＹＥＧとしてもＪＣとの交流を兼ね
てお手伝いをしようと伺いました。
　全国の大学からやってきた相撲部の学生さんは自分よりも体がかな
り大きく、会場の真ん中にあった大量の料理もペロリと食べてしまい
ました。次の日の「全日本大学相撲宇和島大会」もさぞ頑張ってもら
えただろうと思います。
　あと今回、ＪＣとの交流では知り合いの方もいて色々と話もでき、
所属する団体は違いますが宇和島のために何かするという思いは一緒
なんだと感じました。今後とも色々な交流をもてればと思います。

（地域開発委員会　稲田　任）
　そのあと打ち上げは、海鮮居酒屋“がいや“で行われました。ＪＣ
の橘理事長の挨拶のあと乾杯をし。和気藹々とお酒を酌み交わしまし
たとさ・・・・ （森岡　敏樹　談）

　昨年来の菊地直前会長の肝
煎りで始まったＪＣとの交
流。稲葉会長も同じエリアで
まちづくりを志す団体と親交
を持ち、われわれの活動に生
かしてほしいとの希望で本格
的に交流をしています。
　そんな中、ＪＣよりご案内
をいただいた5月オープン例
会にメンバー10名で参加してまいりました。ＪＣらしい盛りたくさ
んの例会メニューに接して、ＹＥＧ例会に参考点はないかと照らし合
わせる真剣な態度はとても前向きで、現在のＹＥＧメンバーの意気込
みの高さを感じられる時間でした。
　これからのご提案として事業交流のみならず、年度最初の事業計画
発表会や事業成果報告会などもっとリアルな親交を行い、宇和島市に
とって今何が必要か本当に議論できる時間を作れればもっと切磋琢磨
でき、お互いを尊重しあえる関係に成り得ると感じました。
　最後になりましたが、橘理事長はじめＪＣのメンバーさまには懇親
会まで参加させていただき、有意義な時間をありがとうございました。

（運営専務　芳谷　圭一）

の掛け声と女性会会員さんと共に
我が会長、県連会長が吹くブーヤ
レの音が幕開けとなり、和やかな雰
囲気で始まりました。 
　中盤の余興では、青年部のスー
パースター達が艶やかな腰元姿と
魅惑の殿に扮し、会員さんと共に
マツケンサンバを披露。会場から
大歓声が沸きあがっていました。中でも、直前会長のしむケンは各テー
ブルで記念撮影をリクエストされるほどの人気でした。 
　今回女性会県大会に参加して、宇和島女性の元気とパワー、各所で見
せる真剣なまなざしを目の当たりにし、私達も負けてられない！初志貫徹
だ！！と良い刺激をいただきました。

（企画研修委員会　大下　寛子）

平成21年度　女性会県大会に参加して

南校女子サッカー部親善マッチ

オープン例会

早朝ソフトボール

6/17

5/23

5/16大学相撲前夜祭4/28
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うわじま
再発見
うわじま
再発見
うわじま
再発見

旅プラン研修

第一回

平成21年５月31日（日）

午前の部 午後の部

9:10
穂積橋

9:00
集合

汽笛一声　宇和島駅

穂積橋の説明をする西本委員

町のシンボル、宇和島城

場内にある精巧な天守閣模型
丸之内和霊神社の井戸

西江寺、安土桃山様式の庭園

龍華山の重厚な山門

金剛山内にある伊達家歴代の墓所

寺内にある美しい庭園

10:10
宇和島城天守

9:40
桑折氏武家長屋門

13:30
金剛山大隆寺
伊達家墓所

14:10
龍華山等覚寺

14:50～ 15:30
西江禅寺　解散

11:00
上り立ち門

11:30
伊達博物館

JR
宇
和
島
駅

　この研修から、以下のことを市の方に提言書を提出してきました。
○ 宇和島城天守閣一階に展示してある木製の宇和島城の模型（万延年製）の演出法を考えてもっと
PRすべき。（例ネット配信）
○ 金剛山大隆寺は、PRする価値があるものと考えます。
○ これらを含め、宇和島圏域の史跡の演出法をもっと考えるべきです。ガイドの育成等を含め、史
跡の価値や歴史を分かりやすく、関心を引くような演出を考えるべきです。宇和島には価値のあ
る史跡があります。
○ 宇和島は、観光地がコンパクトにまとまったよくできたものです、自転車でまわれるような観光
地化をすすめてみては？ベロタクシー等。
○ 宇和島の市民にむけて、宇和島の歴史をもっと知ってもらうことが必要です。
○ 油屋熊八の生誕地があることは、PRしてほしい。

JR宇和島駅前集合➡穂積橋・高野長英住居跡・まちなみミュージアムボード➡商店街（西本商店・佐々木海産）➡桑折長屋門➡丸の内和霊
神社（山家公頼邸宅跡）➡上り立ち門➡史跡宇和島城➡味奈見（昼ごはん）➡神田川原➡金剛山大隆寺➡竜華山等覚寺➡西江寺

　普段宇和島で生活している我々が、見落としている素晴らしい観光
資源がどこかに眠っているのではないかと思い、市役所観光課の推薦
する一日観光プランを実行してみました。
　宇和島駅を自転車で出発、「穂積橋」「高野長英居住跡」「油屋熊八生
誕地」を散策。宇和島城に登る途中でふと参拝した丸之内和霊神社で
四男美濃が投げ込まれた井戸を見せていただき説明をしてもらいまし
た。この井戸は子供の守り神「美濃様」として祭られていて、病気の
子供にこの水を飲ませば元気になる、快気すればお礼におもちゃなど
をおそなえするというお話が聞けてとても貴重な経験となりました。
　そして天守閣へ、西本委員のガイドで築城の名手「藤堂高虎」が戦
に備え熟慮して造った城（縄張）だと実感できました。特に天守は伊
達氏らしく均整のとれた美しさが光ります。
　金剛山は観光課の課長さんにガイドをしていただきました。伊達家
歴代の墓所を見学、大名のお墓の立派さに宇和島にもこんな所があっ

たのかと思いました。お寺の方のご好意で本堂と奥にある庭園を見学
することができました。始めて見る庭は一級の観光資源になりえる美
しさで参加者みんな感動しました。このスケールの大きさなら入館料
400円はとれると思いました。少し残念だったのが説明の立て札のお
粗末さでしたが。
　続いて龍華山へ向かいました。とても立派な山門があります。初代
秀宗や第八代宗城等の墓所を廻りながら歴代の業績を学びました。何
より面白かったのが明治に入り宇和島藩と中央の政治の関係でした。
四賢候として名高い宗城が全権大使として調印した日清修好条規の内
容が思わしくなく責任を取って辞職、政治の中央から外れていったよ
うです。
　裏道を通り最終目的地西江寺へ。安土桃山様式の庭園を見学しまし
た。きれいでしたが説明不足の感があり解説図などがあればより理解
できるのになぁと思いました。本堂の龍の絵をみて解散しました。

■旅プラン日程表

第一回の研修を終えて……

観光課の清家さんにレポートと提言書を
提出しました。
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おにがしま

マジョリカ

らぐまん

■住　　所　　宇和島市新町１丁目10-10
■営業時間　　11:30過ぎ～14:00
■定　休　日　　日曜日

■住　　所　　宇和島市栄町港２丁目５－６
　　　　　　　（宇和島市役所より徒歩２分）
■営業時間　　11：30～14：00、18：00～23：00
■定　休　日　　水曜日

■情　　報　　・ランチバイキング500円（持ち帰りも）
　　　　　　　・食後のコーヒー100円
　　　　　　　 ・ 店内にポスターを貼るスペース

があるので利用してください
（森岡　敏樹）

・おかわり自由
　（但し、食べ放題ではない）
・毎日同じものはありません

　１Fはボックスになっていて、２Fには大人数でも大丈夫な座敷 と10人ほど
入れる個室も完備。 隣は焼肉もやっていてとにかく広さに圧倒！ 
　ランチタイムは日替わりランチ550 円、ランチ弁当650円、麺セット600円です。 
　日替わりランチと麺セット頼んでみました。 

　今日の日替わりは『おろしとんかつ』 肉も柔らかいし、おろしタレであっさりと頂きました。 
　麺セットは『豚丼とざるそば』 こってりの豚丼に、あっさりのざるそば！ ボリュームたっぷり、
スタミナばっちりでした！ 
　ふと店内をみるとガテン系の人が続々と入ってきていて、弁当を頼んで持ち帰る人も多数お
られました。 
　僕の胃袋にはチョット量が多かったですが、満腹にしたい人にはオススメです。

（坂本　雄一朗）

オススメ

ポイント

■住　　所　　宇和島市寄松甲1244－１（無月トンネル手前）
■営業時間　　7：00～ 20：00
■定　休　日　　火曜日

一押し

メニュー

おすすめポイント
　味のバリエーションが豊富であっさり系か
らエスニック系迄個性的なスープが勢ぞろい、
何度行っても飽きません。

（大下　寛子）

らぐまんラーメン600円

宇和島宇和島

B級B級B級グルメ

知ってるようで

　見落としてる
？

食べたことあ
るようで

食べたことな
い？

企画研修委員会のメンバーが
巷の情報をたよりに取材してきました。

突　撃

レポート
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