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　宇和島商工会議所青年部も29度目の春を迎える事ができました。これもひとえに青年部を設立し、ここまでの成長に尽力してこられた先輩方に
心より敬意を表します。同時に、いつも温かい御理解と御支援を頂いております宇和島商工会議所をはじめ関係各位の皆様に改めて深く感謝を致
します。私も会長として諸先輩方が築き上げてきた『宇和島ＹＥＧ』を継承すべく、しっかりと責務を果たしていきたいと決意を新たにしており
ます。
　さて、混迷し続けた日本経済も少し明るい兆しがみえてきた感があります。とは言うもの地方経済は、まだまだ努力が必要だとも感じます。特
に地方における青年経済人の役割は大きく、その活躍は地方経済復活に必要不可欠です。私は、建設関係の事業を行っておりますが、業界では、
ひとり若手社員を育てると事業所に若手が増えてくると言われます。｢魅力ある若手経済人の育成｣ これが地方の命題のひとつだと思います。外に
攻めて出て行く事も必要だとは思いますが、まずは内側でしっかりと礎を築く事、その基礎を形成していける絶好の教育の場として、青年部があ
ると思っております。
　今年度、以上を踏まえ宇和島ＹＥＧの基本方針に『桃李成蹊』を掲げさせていただきました。桃李もの言はざれども下おのずから蹊

こみち

を成す。桃
や李
すもも

は、口はきけないけれど、そのかぐわしい香りを認めて自然に人が集まってきて道ができます。人格者は自己宣伝をしなくても、その人徳を慕っ
て自然に人が集まってきて、いつしか道ができてしまうものです。青年部は、予算も時間も限られた中、ボランティアで活動を行っています。も
しこれが利害で結びついて交友であったなら、大きな道路が出来るほどの往来があっても、ある日突然途切れてしまうかもしれない。しかし、桃
李の下の蹊

こみち

は世の中がどんなに変化しても決して絶える事はありません。様々なＹＥＧ活動の中で、皆で苦労し、励ましあい、楽しむ事によって、
魅力ある人間に成長していく。そんな青年部を目指していきたいと思います。
　今年度も委員会事業は、会員一人一人の想いや色を出せるような運営を行ってまいります。宇和島に一本でも多くの『蹊

こみち

をなす』事を目標に内
向き外向き様々な事業を展開する予定です。その様々な蹊が、次年度に迎えます宇和島ＹＥＧ30周年に向かって伸びて行く事も大きな目標のひと
つとして努力してまいります。我々青年部は、経済活動を柱として集った団体です。経営者としての研修もしっかりと行っていきたいと思ってい
ます。
　また親会の宇和島商工会議所も今年度は百周年を迎えます。この百年に一度の節目をチャンスと捉え、青年部としても積極的に参加して親会の
皆様と共に盛り上げていきましょう。
　最後になりましたが、青年部のメンバーの皆さん、微弱な私ではありますが、至誠一貫！精一杯務めて参ります。１年間宜しくお願い致します。

研修委員会
　本年度、研修委員会では、スローガンでもある「桃李成蹊」を軸とし、会員資質
の向上、他に負けない人材育成、および企業力強化を目的とした講師セミナー、グ
ループワーク、勉強会を主な事業として行います。その他、スポーツを通じ会員同
士の交流、情報交換などが行える誰もが楽しめる企画運営をしていきます。
　１年間、メンバーの皆様、会員の皆様にはご迷惑をおかけすると思いますが、委
員長として一生懸命努力いたします。皆様、どうかご指導ご協力の程宜しくお願い
いたします。 (委員長　大下　寛子）

会員交流委員会
　本年度会員交流委員会は、総会懇親会・家族会・新年会・卒業式の４つの事業を
主に活動していきます。
　総会懇親会では、新たな年度を迎えた皆様と交流を深める事が出来る会にしたい
と思っています。
　家族会では、家族とＹＥＧメンバーが交流し合い、会員同士もさらに深い仲間に
なっていけるような内容にしていきます。
　新年会は、来て頂いた皆様の年初めのご挨拶が出来る時間を作りたいと考えてい
ます。
　卒業式は、卒業される方の最後の事業なので、卒業生に満足して頂ける様な式を
作りたいと思っています。
　この１年間で委員会メンバーと私がもっともっと魅力のある人間になれる様努め
ていきます。 （委員長　三瀬　重幸）

地域活性化委員会
　今年度の地域事業委員会の名称は「地域活性化委員会」と名づけました。
　その名の通り地域の活性化を目的として地域の発展、地域の交流、産業の発展、
観光振興等に関する事業を行います。
　その１つとして昨年度好評でありました「地にぎりプロジェクト」。今年は「第
２回地にぎりグランプリ」を行うと同時に、市や県、ＹＥＧ他単会等と連携し「四
国地にぎりサミット」として規模の拡大を行います。
　２つ目の事業は飲食店、宿泊施設の活性化、出会いの創造として「宇和島ＧＡＩ
ＮＡ合コンリーグ」いわゆる街コンを開催し宇和島市全体の活性化を図ります。
　２つの大規模な事業ですが、委員会一丸となり力を合わせて知恵を出し、仲良く、
そして楽しく、桃李言わざれども下自ずから蹊を成す地域活性化委員会として各事
業を行って参りますので各メンバーの皆さまご理解ご協力の程よろしくお願い致し
ます。 （委員長　藤掛　路幸）

総務委員会
　平成26年度宇和島商工会議所青年部中村匡史会長と会員すべての皆様が勧める事
業を円滑に行えるように、総務委員会が支援したいと考えています。
　三役会、役員会の資料作成、通常総会、臨時総会、例会次第と案内ＦＡＸの作成
を行い、会の運営の支援し、役員と各委員会と密な連携を行いたいと考えています。
　委員会内での試みとして、宇和島商工会議所の事業活動を通じて地域における商
工業の振興を目的とした事業の立案を考えています。
　宇和島商工会議所青年部の一員として己（事業所）を知り、己（事業所）の役割
を見出し、研鑚を重ね、メンバーと伴に実行するという一連の流れを委員会内で経
験していきたいと考えています。
　１年間ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。 （委員長　中川　誠一）

宇和島商工会議所青年部　創立30周年事業健闘委員会
　この度、宇和島商工会議所青年部創立30周年事業を来年度に開催するのにあたり、宇和島商工会議所青年部創立30周年事業検討委員会の委員長を拝命いたしました豊田敬
史です。
　私も入会13年を迎え青年部にて多くの事を学ばせていただいています。これもひとえに多くの先輩や同輩との交流の賜物であります。この人と人との『和』があってこそ
の青年部活動であり地域社会への貢献ができるものだと信じます。
　地方都市での経済活動の多くは人と人との繋がりで形成されており『義理と人情』なしでは語れないものだと青年部を通じ学びました。
　創り上げてきた先輩達や、守り抜いてきた先輩達、そして現在進行形で運営している同輩のすべてで祝福できるような記念事業の企画立案、運営できる委員会を目指した
いと思います。 （委員長　豊田　敬史）

会長あいさつ 宇和島ＹＥＧ会長　中　村　匡　史
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観　桜　会

５月委員会アワー

通常総会・新入会員歓迎会

日本ＹＥＧ仲田会長来宇

四国ブロック

四市合同

　３月29日にＯＢクラブ主催観桜会が開催されました。かどや弁天町
店では準備されたさくらの枝花を愛でつつ、ＯＢの皆さんと親好を温
めました。

　５月21日に、宇和島商工会議所青年部の例会を兼ねて森川 あやこ
先生をお招きして、「新入社員・先輩社員のためのスキルアップ研修」
を一般の方も参加して頂き開催しました。
　新入社員の相談しやすい職場環境の作り方を実演・実技を交えなが
らとても素晴らしい講演会でした‼
　森川先生、ありがとうございました。
　また、機会があれば宇和島にお越しください‼

　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。来賓の
方々とも意見交換も行い、大変有意義な懇親会でなかったではないで
しょうか。終了後、それぞれ夜の街へと親睦を深めに消えて行きまし

　4月25日わが宇和島市に日本ＹＥＧ会長の仲田会長が来られ商工会
議所１Ｆ会議室にて宇和島ＹＥＧメンバーとの意見交換会が行われま
した。
　仲田会長は日本全単会をまわり意見交換を行っているそうです。
　正直な感想としては、お金と時間がある人でないと出来ない事だと
感じ、逆を言えば、お金と時間を作れる人間が成れるのであろう。
　単会と日本ＹＥＧとの距離感を感じる事も多々ある中で仲田会長
の、この全国行脚がその距離を縮める為の一つの行動である事にも気

　日本商工会議所青年部　仲田会長、四国ブロックの友田会長も、四
国会長会議懇親会にて我々と一緒に宇和島商工会議所青年部監修のゆ
ず皮にぎりをＰＲして頂きました！
　日本商工会議所青年部のFacebookページに載せて頂いたので全国
の青年部に届きます！ありがとうございます！
　まさに行動こそ時代を先駆けるべき青年の義務と信じ、力を合わせ

　伊予ＹＥＧ、大洲ＹＥＧ、八幡浜ＹＥＧ、宇和島ＹＥＧ、南予ＹＥ
Ｇ合同交流会（運動会）並びに懇親会がありました。
　晴天にも恵まれ、とても良い南予ＹＥＧ合同交流会（運動会）にな
りました。
　そして、運動会が終了後、懇親会がありました。
　一日の行事でしが、とても良い南予ＹＥＧ合同交流会（運動会）並

　代表幹事ともお酒を酌み
交わさせて頂き、次年度の
ＹＥＧ体制を紹介させて頂
きました。

運営専務　井上　和也

た。
会員交流委員長

三瀬　重幸

づき、貴重な意見交換会になりま
した。
　今年は京都で全国大会が行われ
ます。
　県連？四ブロ？日本ＹＥＧ？　
何の事？と思う会員さんも少なく
ないと思いますが、まず参加して
自分の目で見て肌で感じて理解してみましょう！
　さぁ行こう！京都へ！ 

副会長　井上　恭雅

国の礎となろう！だと思いました！
　緊張感を解くのに日本酒やりすぎたけどね（笑）
地域活性化委員長　藤掛　路幸

3/29㈯

5/21㈬

4/21㈪

4/25㈮

4/26㈯

5/18㈰

　もちろん、講演会終了後は飲みにケーションで盛上がりました‼
研修委員長　大下　寛子

びに懇親会になりました。 運営専務　井上　和也
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伊勢元祐哉
（会員交流）

沖　　良彦
（会員交流）

田中　節祥
（会員交流）

Ａ１　医療法人 沖縄徳洲会 宇和島徳洲会病院

Ａ２　スポーツ、ラジオをきくこと

Ａ３ 　運命とは努力した人に偶然と言う名の
架け橋を与えてくれる！

Ａ４ 　自分のお金で車を買いたいです

Ａ５  　皆さんに早く覚えてもらえるように頑
張ります！

Ａ１　START ONE ＋　スポーツ用品店

Ａ２　スポーツ活動、お酒

Ａ３ 　西と言うたら東を悟れ、酒と機械は裏
切らない

Ａ４ 　世界平和、禁煙、－10㎏

Ａ５  　早く行事等に慣れて、がんばります

Ａ１　GOLDS、サービス業

Ａ２　CLUBに行くこと、音楽鑑賞

Ａ３ 　自由ほんぽう

Ａ４ 　ジャマイカに移住すること

Ａ５  　がんばります

Ａ１　医療法人 沖縄徳洲会 宇和島徳洲会病院

Ａ２　野球

Ａ３ 　特になし

Ａ４ 　長男に野球をしてもらう事

Ａ５  　一生懸命頑張ります

Ａ１　株式会社エフォート
（土木・福祉・広告事業）

Ａ２　ウクレレ・フラ・アイスホッケー

Ａ３ 　やった後悔よりやらなかった後悔の方
が大きい

Ａ４ 　ホノルルマラソン完走

Ａ５  　イベント・行事に積極的に参加して盛
り上げていきたいです

Ａ１　宇和島郵便局 貯金・保険営業

Ａ２　野球・ソフトボール・ギター

Ａ３ 　一所懸命

Ａ４ 　宇和島を元気にすること

Ａ５  　色々な話を聞いたり、経験をしたりし
て、成長していけるように頑張ります！

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 　ＹＥＧに入会しての意気込みを一言

質問
事項

新入会員紹介

今城　翔太
（会員交流）

窪内　大樹
（研　　修）

中村　沙知
（総　　務）

愛媛県大会大洲大会
　第32回商工会議所青年部愛媛県大会が大洲で開催されました。

　今回は分科会から開始されました。身体体験型の「カヌー体験」と

知的体験型の「創造的過疎ディスカッション」の２つの分科会となっ

ていました。宇和島メンバーは勿論 ｢カヌー」でした！2日前に降っ

た雨のお蔭で激流登りを体験できた事は非常に「ハラハラ」しました。

結構ハードだったので式典中の昏睡状態のメンバーが多かったです。

　今回宇和島ＹＥＧは昨年度例会内容でＹＥＧ大賞を頂きました。大

賞内容は昨年度皆様のご協力により成功いたしました「地にぎりグラ

ンプリ」でした。皆様のご協力無しではこの大賞は無かったと思いま

す。ありがとうございました。

総務委員長　中川　誠一

7/5㈯
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地　に　ぎ　り　特　集
石橋寛久宇和島市長を表敬訪問し地にぎり商品の試食および販売開始を報告

中村知事を表敬訪問し、大手コンビニでの商品化を報告

3/27㈭

4/16㈬

・2014年４月より市内の事業者やコンビニなどで「地にぎり」を販売

・また4/22㈫から四国地区のサークルＫ（広島県島嶼部含む）とサン

クス計287店舗にてグランプリ商品を基に『ゆず皮にぎり』を商品

化し販売

・今後、宇和島を拠点としてさらな

る商品販売ネットワークの拡大や

事業化を進めていく方針

販　売　開　始

大好評により宇和島産業まつりにて
「第２回地にぎりグランプリ」
11／９㈰　開催決定‼

地にぎりサミット
11／15㈯　開催

宇和島市新町1-10-12　☎0895－24－4011

営業時間　17：00～24：00　火曜定休

⇒４／７㈪より『ゆず皮にぎり』を販売

　２個で380円（税込 期間限定なし

ただし材料仕入れが出来ない時あり）

　使用素材
 ・三間米
 ・鬼北町産　キジミンチ
 ・鬼北町産　ゆずの皮
 ・鬼北町産　乾燥しいたけ　など

昨年11月10日㈰に開催された
「地にぎりグランプリ」において
グランプリを受賞した一品。
（北宇和高校３年・武吉彩香さんの作品）
キジの深みのある肉と
しいたけの旨みに加え、
ゆず皮の爽やかな風味が
さらなる味わいを引き出す
絶品の地にぎり！

　使用素材
 ・三間米
 ・宇和島　じゃこ天用すり身
 ・牛タン（豪州産）
 ・仙台味噌
 ・宇和島　麦味噌　など

「地にぎりグランプリ」において
第３位を獲得した一品。
（宇和島市立城南中学校１年・宮本尚輝
くんの作品）
宇和島と仙台の食材がコラボし、
真の「伊達ワールド」を実現している。
食べ進むにつれ様々な味わいが
口の中に広がっていく奥の深い地にぎり。

居酒屋「もんた」

ゆず皮にぎり

「とり幕府」・「びっくり屋」

伊達にぎり

とり幕府　　宇和島市恵美須町2-7-9　☎0895－25－5315
　　　　　　営業時間　17：00～23：00　不定休

弁当・惣菜販売「びっくり屋弁当」
　宇和島市新町2-6-11　☎0895－28－6660
　営業時間　７：00～14：00　日曜定休
⇒「びっくり屋」と「とり幕府」では
４月中旬よりグランプリ３位の『伊達にぎり』を１個380円（税込）
で販売　～順次レパートリーを増やしていく方針

特
　
報


