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　まつりお疲れ様でした。
　直前で離れてしまって、大変申
し訳ありません。まだまだ仕事で
格闘しています。なかなか先が見
えない中、FBやUCATでみんな
の活躍を見ると元気が出ました。
仕事行く途中車から見えた大漁旗
に勇気頂きました。まつりに参加
できることは、本当に幸せなこと
なんですよね♪宮本部会長、山口
頭代行、櫻井隊長、畑中隊長、中
川店長はじめYEGメンバーありが
とうございました。
　来年はまつりに参加できるよう
に頑張ります！

まつり頭　高鍋　勝彦

　先日の和霊大祭で
は、沢山のご協力を頂
き、ありがとうござい
ました。お神輿さんの
運行を妨げる事無く、
山車の参加団体・松明
隊一般参加の方のケガ
も無く、終える事がで
きたのは、警備隊の皆
さんのお蔭です。いろ
んなハプニングが有り
とても自分だけで務め
る事はできませんでし
た。祭り当日を迎える
迄に悩んだ時間は、こ
れからの自分にとっ
ていい肥しとなりまし
た。高鍋頭、櫻井隊長、
山口頭代行と携わる事
ができて本当に良かっ
たです。
警備隊長　畑中　　聡

　走り込みの日を十数日後に控えた某日に、
諸般の事情により頭代行の任を仰せつかりま
した。
　それは青天の霹靂ではありましたが、高鍋
頭の作成された緻密な実施計画と、畑中警備
隊長と櫻井松明隊長の両名を中心とした宇和
島YEG会員皆様のご協力もあり準備から本
番の実施、撤収まで行う事が出来ました。
　また、カマーフェスタに於きましては、
中川店長を中心とし出店させていただきま
した。
　宇和島YEGとしてのまつりは十数回程度
の参加回数ではありますが、そこで経験した
ことを感慨深く想いながら、川面に映る光景
を観ていました。一番の特等席を現役最後の
年に用意して下さった事に感謝いたします。
　最後になりましたが、高鍋頭の代行という
大役を無事に遂行出来た事、また無事に終え
ることができました事は我々宇和島YEGに
お力添えを賜りました全ての皆様のおかげで
す。この場をお借りいたしまして、厚く御礼
申し上げます。
　本当にありがとうございました。

まつり頭代行　山口　一峰

　『今年の松明隊長はお前がやれ！』→『無理です！』
そんな感じでスタートした和霊大祭うわじま牛鬼
祭り松明隊。YEGに入り、２年間松明隊副隊長を
させて頂き、ある程度内容は把握していたつもり。
だった…。仕事の打合せであれば意志疎通出来る
ことが、松明隊では出来なかった。そんな時支え
てくれた翔平・尚也両副隊長。私に足りないこと
を何食わぬ顔して支えてくれた。資料作りは杉ちゃ
んが、私の想いを120％反映して。松明隊総合打
合せはなるべく時間を短縮して、と思って臨んだ。
が、ものすごく時間が掛かる。そんな時、先輩方
に助言を頂いた。四苦八苦している私に歴代隊長
からフォロー、そしてメンバーから支えて頂いた。
ここでやっと気付く。自分は独りではないっ！それ
から祭り終了まで早いこと。あっという間に終わっ
てしまった。今までの四苦八苦はどこへやら。もう
一度したい！と想うことが出来ました。今では私に
松明隊長をさせて頂いたことをうれしく想います。
これも皆さまのお陰！さぁ、来年は誰が、どんな松
明にするのか。楽しみだ。私もメンバーを支える
ことが出来るよう、また、学んでいかないと。
　最後に、皆さま本当にお疲れさまでした。そして、
ありがとうございました。
　櫻井一博、これからもYEGがんばっちゃう。

松明隊長　櫻井　一博
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新発田会長会議

地にぎりグランプリ

宇和島商工会議所創立100周年記念事業　地にぎりサミット

11/13㈭～15㈯

11/９㈰

11/15㈯

　去る11/13お昼から松山空港を出発し、伊丹を経由新潟空港へ。
次年度会長予定者「井上恭雅君」「中川誠一君」私「石丸敏光」３名
で新潟県の新発田市で行われた会長会議に出席してきました。
新潟到着は19:00頃。
まずは沖OBの紹介で新潟市内の「海鮮ねぎ坊主」にて食事。
地元の方々も一押しの居酒屋、大変美味でした。
明けた朝14日ＪＲを使い目的地の新発田へ移動。
開会式典から松下塾出身の「永久寿夫」氏による基調講演まで出席。
月岡温泉に移動して1,300人の懇親会に出席。
1,300の迫力に食べた気にならず偉い人達と名刺交換や、お酒の飲
ましあいばかりでした。
そして愛媛県連の方々と別の会場をもうけて酒を酌み交わし懇親を深

　今年も昨年と引き続き、第2回地にぎりグランプリを11月9日㈰
宇和島産業まつり内にて行いました。今年は7月よりお絵かきコンテ
ストとして地にぎりのアイデアを募集し、幼稚園から大人までなんと
913点のアイデアの応募がありました。この成果は影で各学校を訪
問説明に周った村井副委員長の努力のたまものです。村井副委員長あ
りがとう。また今年は募集したアイデアの作品を一般の人にも見ても
らおう、また参加してもらおうと言う趣旨で、市役所１Fロビーに展
示をさせて頂き一般投票も行いました。
　当日のグランプリには、YEGメンバーの製造担当のそれぞれの店
に中村会長以下約20名が朝5時から６種類・計約2,100個の地にぎ
り準備を和気藹々といたしました。グランプリが始まってからは昨年
より1.5倍用意していたにも関わらず今年もあっという間に用意して
いた地にぎりが全て売切れました。これも協力してくれたYEGメン
バーのお陰です。本当にありがとうございました。

　今年は「地にぎり」＆「宇和島商工会議所青年部」という名前を
もっと広めたいという思いで、「四国地にぎりサミット」を行いたい！
からスタートしました。もともと委員会事業として入れてないので予
算が無い所からスタートし、親会に相談した所、宇和島商工会議所創
立100周年記念事業の一貫としてなら予算が頂けるという事なので、
愛媛県の補助も請け、更に協賛とし宇和島商店街連盟等9社様より頂
き開催出来る事になりました。
　事業が大きい分、委員会や役員会では内容が伝わりにくく苦労しま
したが、どうにかギリギリで出展業者さんを27社呼ぶことが出来当
日を迎える事が出来ました。
　当日は、お客さんが来るかどうかが一番の不安でしたが、開始30
分でその心配なくなりました。見る見るうちにお客さんが各出展業者
さんのお店に並ぶ様になり、開始1時間程度で売り切れる店も出てく
る程で、逆に売り切れが出すぎてお客さんに迷惑を掛けてしまいまし
たが、本当に大盛況で終える事が出来ました。また出展者の皆さま全
員からも「ありがとう！来年も参加します！」と言って頂く事が出来、
大変でしたが「やって良かった！」と心から思いました。朝の準備か

めております。
新発田15日朝、分科会から記念式典まで出席。
分科会は「地にぎりサミット」で中村会長が出席できず、私石丸が第
一分科会へ出席させていただきました。
記念式典では魚沼単会所属の副業プロ
レスラー「SSM・スーパーササダンゴ
マシーン」によるパワーポイントを使っ
たプレゼン講演を鑑賞させていただき
ました。
いろんな人がいるもんです。
そして小山歴代会長から仲田現会長ま
での挨拶があり閉会式に入り会長会議
が終了いたしました。

外交専務　石丸　敏光

ら最後の片付けまで手伝って頂いたYEGメンバーの皆さま本当にあ
りがとうございました！

地域活性化委員長　藤掛　路幸

地域活性化委員長　藤掛　路幸
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四国霊場88サイクル駅伝

観　月　祭

今治YEG創立30周年記念事業

四国ブロック中村大会

家　族　会

　８月13日、気持ち良い快晴のもと、四国霊場88サイクル駅伝に参

加しました。宇和島YEGチームは、愛南町の観自在寺から、西予市

の明石寺までの約70キロを10人で自転車リレーしました。慣れない

自転車に苦戦し、暑さに体力を奪われ、急な坂に心を折られそうにな

りながらも、給水や差し入れ、熱い応援をしてくれる仲間のおかげで

走りきることが出来ました。普段できない参拝もさせて頂き、とても

　9月21日、きさいや広場にてOBクラブより多数の方々にご出席を

いただき、約50名のメンバーで秋の風を感じながら恒例の観月会を

開催しました。今年は会員相互の交流を目的とし、日頃お世話になっ

ているOBクラブの先輩方の事業所紹介、新入会員の自己紹介を行い

ました。アトラクションではＸローブバトルで日頃の運動不足を解消

し、みんなで美味しいお酒を飲んで大いに楽しみました。

　去る、11月22日㈯今治YEG創立30周年記念事業がありました。
　今治に着き、まずは腹ごしらえ、今治YEGのお店で定番の焼き豚
たまご飯等食べました。
　満腹になった所で「村上海賊の娘」の著者、和田竜氏の講演会、そ
りゃーいい話で、夢の中にいるみたいでした。次は今治国際ホテルで
の式典、淡々と進み大懇親会。淡々と進みアトラクションでは一等20
万円というビック商品が多数ある。くじ引き!!宇和島YEGのメンバー
も何千円と投資をしたにもかかわらず、当りなし。。と寒い結果でした。
　来年度は宇和島YEGも30周年を迎え記念事業をやります。今治の記
念事業をかてに良い事業にし、皆様をお迎えしたいと考えております。
宇和島商工会議所青年部創立30周年事業健闘委員会　森岡　敏樹

　９月６日に高知県中村市で開催される四国ブロック中村大会に参加
してきました。
　中村市の会場へ入ってみると四国の商工会議所青年部の方、全国大
会開催地の京都の青年部など会場が満席のなるくらいの人がいらっ
しゃいました。
　到着後少しして式典が始まり代表の挨拶や参加されてる各地の青年
部の紹介、次回開催地の発表などがあり、式典終了後に講演会、講演
会終了後には分科会「屋形船による四万十川観光」に参加しました。
　その後、大懇親会が開かれ各地の青年部の方々と交流しました。

　去る8月10日に予定していた家族会は、台風の接近に伴い日程の

変更を余儀なくされました。8月17日に変更し天候も懸念されてい
ましたが、当日は晴れ間も見え過ごし易い天候になったと思います。
なにより、日にちを変更してしまったにも関わらず60名以上の参加
を頂いた事に感謝感激でした。当日は海で泳いだりバーベキューを

良い経験になりました。

会員交流委員会　沖　　良彦

ご出席いただきました皆様ありがとうございます。

研修委員長　大下　寛子

　色々な方とお話ができ、とても楽しくいい経験になりました。
　今後この交流などを仕事や青年部の活動にいかしていきたいです。

会員交流委員会　藤田　太陽

8/13㈬

9/21㈰

11/22㈯

9/6㈯

8/17㈰ したりビーチフラッグ大会をした
り、自分自身が一番楽しんでし
まったのではないかと思います。
来年も、メンバーとその家族の絆
を深めれる様な事業に関わりたい

なと思い ました。

会員交流委員長　三瀬　重幸
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丸山球場

宇和島南
中等教育学校
（1勝1敗）

城　東
中学校
（1勝1敗）

城南・宇和海
中学校
（2勝）

三　間
中学校
（2敗）

五日市少年野球
シニアクラブ
（2勝）

広　見
中学校
（1勝1敗）

椿
中学校
（2敗）

宇　和
中学校
（2勝）

津　島
中学校
（2敗）

内　宮
中学校
（1勝1敗）

越　知
中学校
（1勝1敗）

菊間・玉川
中学校
（1勝1敗）

宮下グラウンド 城南中グラウンド 吉田球場

優勝：五日市少年野球シニアクラブ

　第10回大会を開催するに当たりお世話になりま
した皆様、本当にありがとうございました。お陰さ
まで無事に大会を終了することができました。
　担当を任され準備を始めた時にはまだ先のように
感じましたが、大会が近づくにつれ、やることが増
え、段取り悪かったなと振り返ることが多くありま
した。
　でもその苦労の甲斐あって、大会は本当に楽しむ
ことができました。
　司会も完璧！決勝戦のＤＪパフォーマンスもとて
も斬新でした！
　こんな大会他にはない、やって良かった、そんな
大会だったと思います。
　心残りは…講演会かなぁゴメンナサイm(__)m

YEG杯特別委員長　藤野　紀行

　10月25日㈯・26日㈰に、丸山球場をメイ
ン会場とし、吉田球場、宮下グランド、城南中
学校におきまして、『第10回宇和島YEG杯中
学校軟式野球大会』が開催されました。
　結果は、五日市少年野球シニアクラブ（広島）
が優勝でしたが、他のチームも全員で団結して、
白熱したプレーを見せてくれました。
　今回、私自身、開会式・閉会式での司会をさ
せていただき、前日の準備を含めて3日間、関
係者の方・YEGメンバーの方には、本当にお
世話になりました。
　来年も『第11回宇和島YEG杯中学校軟式野
球大会』が盛大に開催されるようご協力お願い
いたします。
YEG杯特別委員会 副委員長　亀田　尚人

　今回の、第10回YEG軟式野球
大会に、競技委員長という立場で、
参加させてもらいました。
　去年までのルールを、変更した
り、苦労したところもたくさんあ
りましたが、スタッフの皆さんと、
主管校の皆さんのお陰で、天気に
も恵まれて、無事に終わることが
できました。
　来年以降も、この大会を開催し、
盛り上げていけたらと思えるよう
な第10回記念大会になりました。
　本当に、ありがとうございま
した。

競技委員長　窪内　大樹

芝　悠
ゆう

大
と

くん
平成26年5月23日生
芝　祥平君の長男

豊田　志
し

桜
お

ちゃん
平成26年11月26日生
豊田　敬史君の三女

四国ＹランドリーグPlas！～松山大会～

JCお城まつり

　我が宇和島YEGソフトボール部は15名のメンバーと共に戦い抜き準
優勝!!
　しかし、負けたのはとてもくやしい～。
　なので、来年は高知YEGにリベンジ、そし
て優勝目指していきましょう！
　また皆さん、来年もいっしょにやりましょう。

キャプテン　中川　秀樹

　９月末に行われました、お城祭りみなさまお疲れさまでした、ありが
とうございました。
　まず地にぎり、射的ブース、餅まき、各担当して頂きました委員会の
方々すばらしき団結力、知恵と工夫と何よりも伝達力を見せて頂きまし
た素晴らしかったです。
  さてこの度、私が勉強させて頂きました事をいくつか述べさせて頂き
ます、イベントには餅まきだ！これは、鉄板ですね、老若男女すべてを
集客できる力を餅まきが兼ね備えております、但し餅の命は２日です、

11/１㈯

9/27㈯・28㈰

（抽選により）

（４年ぶり３回目）

五日市少年野球
シニアクラブ

宇　和
中学校

五日市少年野球
シニアクラブ

城　東
中学校

城南・宇和海
中学校

宇　和
中学校

8

2 0

61 7

ネット注文は注意しましょ～、続きまして射的アーンド妖怪ウオッチ、
ナイス会員ナイスチョイス～子供心を見抜く頭脳プレー会員交流、子
供教材でも売ってみれば？…、つづいて地にぎり、気付いてはいたが、
やはり女性が売れば物は売れる!!!、この先、
男が家事をし女性が稼ぐこの比率が上がっ
てくるのを確信した瞬間でございました。
　プラス、ピンチがくれば運転は付き物
だ！、ピンチ時に呑んでたら運転できませ
んものね、まぁ、呑みますけどね、わはは
はは～さいなら～。

副会長　井伊　勇二

お誕生おめでとうお
　
慶
　
び


