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フェイスブック
やってます。

一年を振り返って
　まずは、青年部のメンバーの皆さん平成25年度の青年部活動お疲れ
様でした。
　そして、今年度お世話になりました親会の皆様、OBクラブの皆様、会
議所職員の皆様大変お世話になりました。各委員会、特別委員会の全て
の事業が円滑にそして成果を挙げた今年度だったのではないでしょうか。
また、各委員長、その委員長を支えたメンバーの皆さんの〈絆〉がYEG
活動で築き挙げられたのではないでしょうか。
　私も会長職を受け持たせていただいたおかげで多くの人たちにお会い
する事が出来ました、また多くの勉強もさせていただきました、すべて
の出会いに感謝します。
　今年のスローガンに『明日へ向かって』～YEGメンバーと共に～を挙
げさせていただきました。新しい日（明日）は誰も分からない、その明
日をいい日にするか悪い日にするかは、今日（今）をどのような一日を

❖総務委員会  委員長　豊島　竜二
　総務委員長としての一年を振り返ると至らないところが多々ありま
だまだ知るべきことがたくさんあると思い知らされた一年だったと思
います。
　今年は宇和島名物制作を事業計画に掲げ何とか〈お土産やり饅頭〉
を形にすることができました。今年は形にすることで精いっぱいでし
たがこれから販売できる形を作っていきたいと思います。最後に総務
委員会メンバーのみなさん一年間ありがとうございました。

❖企画広報委員会  委員長　森岡　敏樹
　何故か終わりに近づけば「あっ」という間。企画広報委員長を任せ
られて、もう一年が過ぎました。今年撮った、写真を整理しながらい
ろいろあったな～と思います。(おじいちゃんか！！(+o+) 今回は、委員
長も二回目なので委員会のメンバーにも協力してもらい、自分のやり
たいこと少しはできたかな！？　と思います。　中でも観月会はOBさ
んに楽しんでいただき自分も楽しむことができました。皆さんの協力、
本当にありがとうございました。

❖会員交流委員会  委員長　若林　昭範
　がんばったどー　

❖外交事業特別委員会  委員長　井伊　勇二 
　外交事業特別委員会一年間を振り返って、３人でスタートした委員
会でしたがなんとか無事に終えることが出来ました。雨男と言われる
私ではありますが、やはりＹEG杯では雨雨雨予想、急な予定変更を考
えましたが、これもなんとか終える事ができ、メンバーのみんなに支
えてもらい楽しーく過ごせました、ありがとうございました。 
　それと委員会の杉本くん、大下さん大変お疲れさまでした、ありがと
うございました、３名だったので欠席も許されないし、よく集まりすぎ
て家族みたいになったから来年度は委員会離ればなれになるのが寂しい
ですがイジメないでくださいね、さぁて、みなさんお疲れさまでした、
来年も一年頑張って楽しくしましょうね。

❖地域親興委員会  委員長　中川　立治
　地域親興委員会の一年間、振り返ってみたら長いようで短かった気
がします。 
  何をして行くべきか分からず最初は委員会にせよ、そこで産まれた意
見を上程する役員会でも怒られ続けてた気がします。 
  でもその分メンバーと本当に密に時間を重ね、YEGショップ、地に
ぎりグランプリと行うことができたのではなかろうかと思います。 
  怒られ、悩み続けた日々ではありましたがそのひとつひとつが非常に
自分にとっては財産となりました。 
  本当に一年間ありがとうございました！ 

送るかだと思います。悔いをしない人生を送ることは、今しようとする
姿勢ではないか？が私が思う今年のスローガンでした。
　一番にYEGのこと、二番に事業所のこと、三番に家族のことを考えな
がらの一年間は他人に言いあらわせないほど大変な事もありましたが、
会長職でしか味わえない体験をさせていただけた事が今から続く自分の
人生において本当にすばらしい経験でした。
　最後になりますが、これからも永遠に続くこの宇和島YEGをメンバー
全員が一丸となって夢に挑みこのふるさとを共に盛り上げていただきた
いと思います。
　本当に皆様この一年間、有難う御座いました。

第二十五代宇和島商工会議所青年部会長　宮本　　光

✿✿✿✿✿✿✿ ✿✿✿✿✿✿✿

❖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。今年で２年目を迎えた頭も昨年と同様頼りない頭だっ
たかと反省しきりです。そんな頭を、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。松明用のゴムボートが沈
みゆくのを冷静に眺めるクールな？森川松明隊長と宇和島YEG最年少
のハンデ？に負けず元気に走り回ってくれた三瀬警備隊長、本当にお
世話になりました。とにかく楽しかった。良いお祭りだったと思います。
３年目を迎えたオールカマーの参画も店長井上恭雅君のもと過去にな
い多数のメンバー参加で楽しんで商売して頂きました。魅力ある企画
と行動力が人を集めるのだなと改めて勉強させてもらった気がします。
とにかくメンバーの皆様、大変お世話になりました。平成26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。
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四電「原子力」講座

宇和島南中女子サッカー

もちつき

OB新年会

YEG新年会

宇和島YEG　大運動会

　寒空の中、今年度２回目となる、宇和島南中等教育学校女子サッカー
部との親善試合が丸山の人口芝グラウンドにて行われました。
　20分の試合を３セット、青年部チームは交代自由というありがた
い条件。盛んな交代を繰り返し、少しでも動ける人がピッチに立つサッ
カー経験者を全面的に使うという戦略で、点の取り合いでしたが、な

　１月18日㈯OB新年会が、かどや弁天町店で開催され、青年部か
らは、宮本会長・中村次年度会長他16名のメンバーが参加しました。
　まず始めに、OBクラブ代表幹事の二宮弘正さんのご挨拶があり、
続いて青年部を代表して宮本会長より、新年の挨拶とこれまでの経過
報告がありました。
　乾杯の後、歓談に入り、昨年９月、青年部主催観月会アトラクショ
ンにて見事に優勝。その際、優勝賞品として松本水産より大きく太ら
せたハマチを２本、かどやさんの方で刺身とお寿司にしてくださり、

　平成26年1月24日(金)、有明にて、YEG新年会が開催されました。
たくさんの来賓、OBの方にもご参加していただきました。今回は、
来賓席を設けず、来賓の方、OBの方、YEGメンバー混合の座席にて
スタートしました。
　そのおかげもあり、普段あまりお話させて頂く機会のない来賓の方、
久しぶりに顔を合わすOBの方々とも、たくさんのお話、交流をする
ことができ、楽しく、充実した時間を過ごすことができました。

　よくよく大運動会するって口にだしてしまったと思ったりもしまし
たが、必死に子供の用にムキになり動かない体を無理矢理動かし汗を
かくメンバーみんなの姿みてると、なんかこっちもテンションあがっ
てきて大運動会やってよかったなぁーこんな、気持ちにさせてくれる
のはいつもメンバーみんなの笑い声と必死さと汗とやねって思う、思
い出に残るシーンはラジオ体操の芳谷先生と、ムキになりすぎて綱引

　12月29日、10:00から会議所駐車場にて毎年恒例の餅つきを行
いました。
　会長家族をはじめ、沢山の家族が参加し子供てんこ盛りやったです。
　つきたての餅はたいへん美味しく、また豊田運専の奥様が作ったお
でんがいい味をぶちかましてました。
　うちの息子は卵を３個も食べて申し訳ない。　
　あの卵の調理を手伝った運専の愛娘と、早くもいい感じになる予感
今日この頃です。

 （企画広報委員会　石丸　敏光）

　今回、四電の「原子力発電」の講座で、司会を担当しましたが、今回は、
本当に時間との戦いでした。最初両講師のあいさつから、「電気料金
の値上げ」に関する謝罪に始まり、本題に入ったのは、開始15分経
過した頃でした。伊方原子力発電所の耐震工事、原子力発電の仕組み、
放射線の種類とその対策という内容でした。この後質疑応答の時間を

んとか５対４で勝利することがで
きました。
　サッカーという激しい競技の中
怪我人のなく楽しい試合ができま
した。参加されたメンバーお疲れ
様でした。
 （企画広報委員会　松本　和郎）

全員で美味しく頂きました。
　その後、OBクラブの皆さんとお
酒を酌み交わして、色々な話を聞
かせてもらってあっという間に時
間が過ぎて行きました。
　最後に、青年部役員の紹介並び
に各委員会の事業の報告をさせて
頂きました。
　OBクラブの皆様今年もどうぞよ
ろしくお願いいたします。

 （企画広報委員会　井上　和也）

　新年会の、アトラクションでは、
さまざまなゲームで楽しむことが
でき、笑顔の絶えない新年会にな
りました。
　今年度もあと少し、来年度の新
体制も決まりました、今後もメン
バー一致団結して頑張っていきま
しょう。
 （企画広報委員会　亀田　尚人）

きの綱を転げて引きずられても離さ
ない執念の総務委員会いま想像して
もププッっなりそうな地獄絵図でし
たよ、そんなこんなで楽しませても
らえたのは外交事業特別委員会の方
でした。 
　おつかれさまでした。
 （外交事業特別委員長　井伊　勇二）

もうける予定ではあったのですが、
講師の予定が、その日の終電で帰
るというものであったので、質疑
応答の時間を大幅に短縮せざるお
えなくなり、このたびみなさまに
ご迷惑おかけしたことをお詫び申
し上げます。
 （企画広報委員会　西本　陽平）

12/21㈯

12/28㈯

12/29㈰

1/18㈯

1/24㈮

1/26㈰
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２月講師例会「経営に役立つ食と健康について」

みかん収穫体験

第33回全国大会  とちぎ宇都宮大会 

　料理研究家、中村和憲先生の委員会アワーにご参加をいただきまし
た皆様ありがとうございました。経営者として健康にそして元気に仕
事ができることは我々にとっていかに大事であるかということがよく
学べたと思います。
　今回の目玉は世界最高のアルカリ性食品「梅干し」だと感じました。
肉や卵、米といった酸性を補い中性にさせるためには大豆や味噌、そ
して弱アルカリ性である野菜、海草、酢といったものをとらないと身
体のバランスがとれないことを学びました。実際にこのお話から梅干
しを食べる機会が多くなり、身体の調子もいいのでは？と私自身も感
じています。
　講師例会後の懇親会におきましても「笑顔」で食事をいただきましょ

　朝、会議所に集合。車で行くこと約15分でみかんが収穫できる場
所に着く。石応のニノファームさんのところへ。愛媛県の温州みかん
は和歌山に次いで二番目ですが、様々な種類の甘いみかん、総数では
圧倒的に愛媛県がみかん収穫量第一位だそうです。なんと恵まれた土
地。今回は子供さんもたくさん参加していただいて、出荷直前の甘夏
をたくさん収穫しました。超高級蜜柑「せとか」も二宮さんの粋なは
からいで試食させていただきました。お土産まで沢山いただいて、ニ
ノファーム二宮さんありがとうございました。

 （企画広報委員会　高田　賢治）

　２月21日～23日、「集え！八州鎮守の地とちぎへ！」、 「日本商工
会議所青年部 第33回全国大会とちぎ宇都宮大会」へ、 宮本会長はじ
め合計10名のメンバーと共に参加させて頂きました。 
　全国から4,721名のYEG選手たちが参加した大懇親会、記念式典
等は、 考えていたスケールを遥かに超えるものでした。 
　大懇親会中の物語に、最近モヤモヤしていたことのヒントを発見し
た感じがして、来年度はガッツリ取り組める準備が出来たように思い
ます。 
　参加したメンバーは、それぞれ違うかたちですが『自分磨き』（笑）
が出来たのではないかと思います。 
　来年度は「京都」です。皆さん、参加よろしくお願い致します。 

 （企画広報委員会　櫻井　一博）

うということで、とても楽しい懇親会を行うことができました。
　今後ともうまく食と酒とお付き合いしていきたいと思っています。
ぜひ皆様も実践してみて下さい。

 （地域親興委員会　中川　秀樹）

2/19㈬

3/2㈰

2/21㈮～23㈰

1/6 宇和島市賀詞交歓会

1/10 女性会新年会

1/24 新旧県連理事会

3/14 県連理事会

宮本会長の動き 【12月～３月】

お誕生おめでとう
則松　利

り

來
き

くん
平成26年1月27日生
則松　　健　長男

お　慶　び
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卒業によせて……
「宇和島を背負っていく者たちへ」
　約20年という長きにわたり青年部に携わった
方々すべてに、まずは感謝申し上げます。
　26歳で入会し、右も左も解らないボンクラに
地元の事情やこの町の置かれている環境を教え
ていただいたのが青年部でした。それから、一
生懸命先輩方の活動をお手伝いしながらおぼろ
げながらでも自分の考え方が持てるようになり、

行動にも反映できるようになりました。30半ばには多少なりとも、こ
の愛する宇和島に恩返しする自信もつきました。
　そこで皆さんにも、自分という存在に自信を持って生きることをお勧
めしたいです。みんな個性があり、他人からは受け入れられないかもし
れないと思う部分は大なり小なりあるものです。しかしながら、それも
含め自分自身を好きになれば、他人の目は自ずと気にならなくなる。ま
た、自分を好きになることにより、他人を大切にできるようになるし、
今まで苦手だった他人も享受できるようになるのではないか、と思い
ます。悪いことは絶対ないので、それを実行してみてください。
　41歳で会長にご推挙いただき、念願の第22代会長も務めさせてい
ただきました。一番充実していた年代だったかと思います。その就任
挨拶で、宇和島の一番弱い部分を「他人の栄華をやっかむ土地柄」と
称しました。今でも変わっていないながらも、青年部内の空気は少し変
化しているとも思います。自分の行うべき課題をしっかり持っていれば、

　宇和島商工会議所青年部、入会して３年、す
ごく短い時間だったように思います。
　なかなか参加できないことも多かったですが、
青年部活動を通じて沢山の人と知り合いになり、
助けてもらう事が多かったような……。本当に
この３年はあっという間で、YEGメンバーのみ

　平成19年度の2月に入会してから７年間青年
部でお世話になりました。
　振り返ってみて、よかったことは、平成24年
度に魁！交遊委員会の委員長をさせていただい
たことです。特に柏島で家族会を行ったことや、
お城山での卒業式を企画したことは（残念なが
ら雨の為会場変更）非常に楽しかったです。
　逆の苦かったことも、同年度に委員長をして、
自分の不甲斐無さを感じたときです。

　卒業年度の今年度は監事をさせていただき、元々人前で話すのが苦
手な私が、そういったことに徐々に慣れ、監事として事前に用意された
ものではなく、自分の考えを述べる。そんな場をいただけて非常に大
きな経験になりました。
　70名以上の個性の集まりの中で例会・委員会・宴会を通して縁が深
くなる人もいれば、その逆になってしまう人もいました。私の好きな詩
に森田省子さんの「上品」という詩があります。
　「知らなきゃいけないことと、知らなくてもいいことと／聞かないふ

　本人の都合によりコメントはひかえさせて頂
きます。
　田中先輩の今後の活躍に期待しております。

～ YEGメンバー  一同 ～　  

他人の粗を見つけて吹聴して距離を取るよりも、その人の力を引き出
したほうがどれほど得かは容易に感じられる、会長をさせていただいて、
これだけは胸を張って言える事実です。宇和島ＹＥＧに根づくといいな
と願っています。
　今、僕が感じている素晴らしい組織とは、「誰が言ったこと」よりも
「何を言ったか」を重んじる組織だと思います。限られた予算や時間や
知恵を最大限有効に使う方法は、気ままな意見がどんどん出て、それ
を言った周りの者が相手を思いやるような実現可能なプランに変化さ
せる組織があればどれだけ素晴らしいことか、そう思いませんか？思っ
ていただけるなら、目指していただければ幸いです。
　これからも、僕は青年部で教わったことを柱に、この故郷宇和島で
生きていきます。
僕の夢は「みんなが幸せで居られるまち」づくりです。すべては、「自
分が為すこと」なので、経過が良くも悪くも自分の為す仕業。他人に
依存せず、でも信じて頼りとする。協業しなが
ら議論して誰かのためにいろいろなことを試し
て育ち育てる、そんな青年部メンバーになって
下さい。そして、僕が青年部で為し得なかった
夢を、いずれかの後輩諸君が実現してくれるこ
とを祈って、卒業させていただきます。
　「宇和島に無くてはならない存在の勇者たち
へ、ありがとうの言葉に込めて…。」

芳谷　圭一　

なさんとは楽しい時間を過ごせました、
はや卒業という年です。
　宇和島YEGのみなさん、いろいろな
経験をさせていただき「ありがとう」
　そして感謝です。

小原　大治　

りをしている方がいいことと、聞いてはいけないことと／黙っていなく
てはいけないことと、黙っていてはいけないことと」。
　自分自身でその使い分けを実践しようと心がけていますがこれがと
ても難しい。
　この詩は「そんな耳と目と口の使い方がお前の大抵下品の証明にな
ります。」と続きます。思い返せば、友人・後輩は必ずその場でダメ出
しをしてくれました。それは詩のいうように自分の証明であり、自身を
写す鏡なのではないでしょうか？自分では思っていなくても、そういう
風に言われるということは、それが自分に対する正しい見られ方なので
はないかと思います。青年部の皆さんにはこれからそういう鏡になって
くれる人を何人も持って欲しいです。
　最後になりましたが、青年部入会して、
感謝できる人物と多数出会えました。あ
りがとうございました。

溝渕　幸男　

田中　秀樹　


