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一年を振り返って
　メンバーの皆さん平成26年度宇和島ＹＥＧ活動大変お疲れ様でした。
また役員の皆さん、本当にご苦労様でした。
　皆さんの多大なご尽力とご理解を頂いたおかげで会長職を何とか大
過無く平成27年度井上会長に引き継ぐ事が出来る事、今は正直ほっと
している気持ちです。
　まつり、宇和島ＹＥＧ杯、地にぎり事業等対外的に宇和島ＹＥＧの
存在感も表現する事もできましたし、各研修会等ＹＥＧメンバーのス
キルアップを目的とした事業も行う事が出来ました。そして宇和島商
工会議所100周年では、地にぎりグランプリ、式典懇親会の参画等、親
会の皆様や関係者の皆様と100周年を一緒に祝えた事はＹＥＧにとって
も私にとっても大変貴重な経験となりました。めぐり合わせとは言え、
本年度会長ができた事本当に良かったと思います。
　今年度、基本方針に『桃李成蹊』を掲げさせていただきました。今

 運営専務　井上　和也
　早いもので今年度も残りわずかになりました。
　振り返ってみますと何事も初めての事ばかりで、中村会長をはじめ役
員の皆様から多くのご指導頂きながら事業を進めることができました。
　自分の中では一生懸命やっていたつもりではありますが、皆さんの目
には至らない事ばかりであったろうと思っております。
　無事に今年度も終えようとしていますが、皆さんのご協力があったか
らだと感謝しております。
　来年度は、一会員として協力出来る事は、精一杯やって行きたいと思
います。本当に有難うございました。

 外交専務　石丸　敏光
　中村会長から外専へのお声をいたのが25年の９月だったかなー？ 
　それまで中村会長の時代がくればなにかのお役に立てればと思ってい
ました。
　宇和島の前回の愛媛県大会時に、私は運専、中村会長は総務委員長で
した。運専という事をなにもできていなかった僕に、優しくも厳しく一
緒にやれた事を自慢したくなる委員長でした。
　そんな中村会長とまた一緒にやれた一年が私の一生忘れられない出来
事になるでしょう。
　幸せだった、もしくはやり残した事が沢山あったのか、今年度は凄く
早い一年だった気がします。
　宇和島単会は、いつまでも続いて行く事でしょう。こんな素敵な出来
事がたくさんあふれる素晴らしい会である事を願ってます。

会員交流委員会 委員長　三瀬　重幸
　２つ返事で引き受けた委員長の役職、最初は楽しみで仕方がなかった
のですがいざ人の上に立つ立場になると、自分の未熟さに気が付くばか
りでした。しかし自分１人では出来ない事業を委員会メンバーと一緒に
やっていくのはとても労力のいる事ですが、やってみるからこそ見える
事があります。この役職をやれたお蔭で私はこれからもどんどん自分の
視野を広げられる様に生きていこうと思えました。最後になりますが会
員交流委員会の皆、本当にありがとう‼桃李成蹊

地域活性化委員会 委員長　藤掛　路幸 
　当委員会は地にぎりグランプリから始まり、宇和島商工会議所創立
100周年の地にぎりサミットという地域を盛り上げる大きなイベントを
達成致しました。これもひとえに私を支えてくれた委員会メンバー、Ｙ
ＥＧメンバーのおかげです。また色々と腹が立つことは山ほどありまし
たが、その都度、本当の数少ない朋輩を見つけられたことが私の財産に
なりました。来年は宇和島ＹＥＧ創立30周年！今年成功した経験を思い
切りぶつけ、盛り上げる。

宇和島商工会議所青年部創立30周年事業健闘委員会
 委員長　豊田　敬史
　早いもので今年度もう最終コーナーですか。少し、この１年を振り返っ
てみると、5/3JR乗り継ぎにて西条で委員会開催。少しプチ旅行気分。
5/11徳洲会病院祭飲食販売にて参加。5/18委員長不在にてご迷惑お掛
けしました４市合同運動会。6/27松山にて青山繁晴講演会拝聴。7/22・
23・24カマーにてヨナナスアイス販売。7/26海保体験搭乗に参加。8/9
海自体験搭乗台風にて中止。9/28ＪＣお城まつりに宝探し、餅まきにて
参加。11/9地にぎりグランプリにお味噌汁隊にて参加。11/15地にぎり
しサミットに子供向け射的場の運営。11/22今治ＹＥＧ30周年に参加。
11/30三間町イルミネーション点灯式に飲食販売にて参加。12/21もちつ
き大会開催。同日委員会アワーに自衛隊山本１等陸尉をお招きして講演
会開催。2/14バレンタイン合コンに余興の参加。2/28松山ＹＥＧ25周年
に参加。その他各月委員会開催。公式・非公式含めよくここまで活動
できたものです。僕の自慢の委員会
メンバーのおかげです。楽しい１年
を過ごせさせてもらいました。僕の
ワガママを形に導いてくれた森岡副
委員長は偉大です。僕の放漫を支え
てくれた石丸外専は寛大です。あり
がとう。義理と人情を大切に次年度
も頑張って30周年事業を成功させま
しょう。みんな、よろしく‼

年度役員をはじめメンバーの皆さんが成長できた一年であったと感じ
ています。桃李もの言はざれど下おのずから蹊（こみち）を成す。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。これからもＹＥＧ活動を通じて魅力ある青年経済人が
育ち、そこに出来た蹊（こみち）が必ず宇和島地域の大きな道になっ
ていく事を願っています。そして平成27年度は『やるしかない‼』で、
頑張りましょう。
　最後に、一年を振り返って言える事は、会員の皆さん、役員の皆さん、
会議所職員の皆様、ＯＢの皆様、親会の皆様に至るまで、関わってい
ただいた全ての皆様に、ただただ感謝の一言です。本当に有り難うご
ざいました。
　心より御礼を申し上げ、一年の回顧の弁とさせて頂きます。

第二十六代宇和島商工会議所青年部会長　中村　匡史

✿✿✿✿✿✿✿ ✿✿✿✿✿✿✿

研修委員会 委員長　大下　寛子
　ちょうど、昨年のこの時期に第１回目研修委員会準備委員会を開催し
たことが、ついこの間のように感じられます。
　委員会の進め方が解らず緊張と焦りで終わってしまった初委員会も今
は懐かしく思います。
　初めて尽くしの１年間でしたが、委員会メンバーに助けていただき、
励ましていただいたおかげで、全事業を楽しむことができ安堵の気持ち
でいっぱいです。
　私自身、この１年は勉強の一年でした。ＹＥＧの会の進め方に組織を
学び、委員会メンバーの様々な考え方から私に足りないものを教わりま
した。委員会をさせていただいたこの経験は私にとって大変貴重なもの
となりました。
　みなさん、ご協力、応援してくださってありがとうございます。

総務委員会 委員長　中川　誠一
　39歳にして初めの委員長でした。「軽度の認知症・うつ病」「チキンハー
ト」と「チキンウイング」を持っている私ですが宇和島ＹＥＧメンバー
の助けにより一人の人間としてこの１年間生きてこれました。特に委員
会メンバーの皆様には、自分のわがままに付き合って頂きました。今回
の貴重な経験を自分の事業所にも活用します。桃李成蹊の精神を継続で
きるよう精進致します。皆様へ熱く、深く感謝いたします。ありがとう
ございました。
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もちつき＆講師例会

高知ＹＥＧ30周年

ＯＢクラブ新年会

新　年　会

講師セミナー

愛媛県商工３団体交流

「突いて突いて男祭りじゃー！」 
　去る平成26年12月21日例会の日。男だらけの餅突き大会を行いま
した。餅米の量は去年度に比べ約10キロ増！ 例会中にも餅を振る舞
うとうちの委員長の提案。しかし今年はみなの動きがよく、スムーズ
に餅が仕上がる。餅を丸める台にはひっきりなしに突けた餅が来る。 
延々と文句も言わず餅を丸める会長。そして熱さも寒さもかんじない
焼き肉屋の御曹司。むさい！むさい！男祭り！井上寿子ＯＧの手際良
さもあり出来上がる大量の餅。例会中に静かに引き取られて行く餅。

　２月７日㈯16：00より高知県民文化ホールグリーンホールにて高知
商工会議所青年部設立30周年記念式典　「伝承～30年の想いを未来へ
～」、その後18：30よりザ クラウンパレス新阪急高知にて大懇親会が
開催され、参加してきました。記念式典は、オープニングを土佐最古
の神楽である「池川神楽」の舞いが飾り開会、物故者の黙祷の後、式
典、そして30年の歩みを映像で鑑賞させていただきました。その後の
大懇親会では、高知ＹＥＧ設立30周年記念事業ＤＶＤ（下田会長あん
ぱんマン役で出演）の放映で幕を開け、鏡開きが行われました
　その後、ＯＢ会の先輩方から記念品の贈呈を受け、ノンスモーキー
石井さんによるものまねショーなどのアトラクション等も行われ大懇

　１月８日（木曜日）19：00から、かどや弁天町店にてＯＢクラブ新
年会を開催いたしました。
　青年部からは、中村会長はじめ12名が参加しました。
　二宮代表幹事のご挨拶、石橋市長のご挨拶の後、中村会長がＯＢの
皆様に御礼の言葉が有り、その後、次年度会長予定者　井上恭雅君の
次年度に向けての意気込みの挨拶がありました。
　私事ですが、去年はＯＢの皆様にお酒をお注ぎに廻り食事が出来な
かった事を思い出します。今年は食事も出来美味しいお酒や先輩方と

　去る１月16日、宇和島商工会議所青年部の新年会が盛大に行われま
した。宇和島ＹＥＧ現役メンバーだけでなく、ご来賓、OBクラブの
メンバーの方にも沢山集まって頂きました。今回の私の目標として、
年の初めの挨拶をする場を作りたい、もっともっと沢山の繋がりを作
りたい、その思いで新年会を行いました。結果としては、沢山のＹＥ
Ｇ現役メンバーに動いてもらい、若手のメンバーを連れて挨拶に回る
事が出来、とても良い新年会になったのではないかと思います。来て

　２月６日金曜日18時半から20時半まで、宇和島商工会議所３階ホー
ルにて、宇和島ＹＥＧ・宇和島商工会議所共催セミナーが行われました。
　今回は、弁護士杉浦健二氏を講師にお迎えし「ビジネスに使える！
究極のロジカル交渉術」についてお話しいただきました。

　愛媛県商工三団体交流会に中村会長、井上運専、石丸外専、藤田副
委員長の４名で参加いたしました。
　皆さん、ボーリング超上手いです。(^o^)/
　表彰式・懇親会において、中村会長、藤田副委員長、石丸外専が表
彰されました。
 運営専務　井上 和也

　平成26年12月21日20時か
ら愛媛地方協力事務所宇和
島支部から山本一等陸尉所
長を招いて講話を行ってい
ただきました。
　東日本大震災の経験など
を聞かせていただておりま
す。
　山本所長には宇和島ＹＥＧ鏡餅と伊達長槍饅頭をお持ち帰りいただ
きました。 外交専務　石丸　敏光

の会話を楽しめました。
ＰＳ．宮道先輩、自転車傷つけてしまいすみません。
 直前会長　宮本　　光

くださった皆様、手伝って頂いた皆様、本当にありがとうございまし
た。 会員交流委員長　三瀬　重幸

　普段行っている、取引先との商談や会社間でのやりとりなど私達の
日常において交渉の場面が多く存在していることに改めて気づかされ
た時間でした。
　講演内容はとても分かり易く、会場では、メモを取る姿も多く見ら
れました。また、普段ではなかなか聞けない良い弁護士の選び方など
の本音の内容もあり、充実した時間となりました。
 研修委員長　大下　寛子

12/21㈰

２/７㈯

１/8㈭

１/16㈮

２/６㈮

２/６㈮

親会が盛会の後に閉会されました。これまでの高知ＹＥＧ30年間の軌
跡を感じることが出来、大変感動的な記念式典、大懇親会でした。是
非、機会があれば他単会の周年にも参加してみて下さい。
 会長　中村　匡史
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全国大会　京都大会

松山ＹＥＧ25周年

堂崎ビーチプロジェクト

平成26年度愛媛ＹＥＧ連合会第５回理事会・臨時総会

平成26年度　たまらん会
　今年度６月と10月、３月にたまらん会開催できました。10月には、
宇和島商工会議所創立100周年事業会員交流ゴルフコンペと同時開催
することが出来ました。たくさんのＯＢや商工会議所の議員さんや職
員さんに協力頂き、無事に閉幕す
ることが出来ました。ありがとう
ございました。ゴルフのゴの字も
知らない私でしたがたまらん会メ
ンバーやＯＢの皆様に支えていた
だき笑いの絶えない楽しいゴルフ
コンペを開催できたと思っていま

２/20㈮
 ～22㈰

２/28㈯

３/７㈯

３/13㈮

す。これからも「たまらんなー」言いながらゴルフ続けていきたいと
思います。皆様、熱く深く感謝しております。１年間ありがとうござ
いました。
 中川　誠一

安藤　雅人さん 佐千子さん
平成27年３月１日にご入籍

ご入籍おめでとうお
　
慶
　
び
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　「皆様、本当にありがとうございました。」
　この一言に尽きると思います。
　色んな事を、色んな方々に教えていただきました。
　色んな場面で、色んな人に助けていただきました。
　本当に感謝しております。
　皆様のおかげをもちまして卒業を迎えることとなりました。
　今年度、例会を迎える度に「伸びゆく大地を歌えるのはあと何回」とか「綱領、指針

を朗読出来るのはあと何回」とか歌詞、文言を感慨深く噛みしめていました。
　その意味する所は、「自らが言葉を発し自らが行動する。」「気持ちを分かつ仲間と共に」ではないかと
思います。
　何かを企画し仲間と共に語る時、仲間と共に行動する時に感じる気持ちを大切にして下さい。
　きっとそこには「わくわく♪」があるはずですから。

山口　一峰　

　ＹＥＧに入っ
て今まで得た異
業種の人たちの
考え方、感じ方
を学び、今後の
人生に繋げてい

きたいと思います。今まであり
がとうございました。

岩崎　哲也　

　８年前に入会したときは、前の職場を退職し、海
外赴任から帰国したてで時差ボケならぬ海外ボケの
浦島太郎状態の頃でした。宇和島で仕事するに当た
り、地元の皆さんと関わりを持ちたくて青年部に入
会させて頂きました。卒業を前に青年部で関わった
皆さんに思うことは、和霊大祭や、いろいろな活動

　『卒業によせて』
　ＹＥＧに入会したのは平成20年で、きっかけはお
講友達の誘いでした。
　『入ったら知り合いが増える』の一言だったと思い
ます。

　よく分からないまま気軽に入会後、初例会に参加してビックリ！
　『ちゃんとしとるやん』…
　そんなイメージで委員会や行事に参加するにつれ『知り合いが増え
る』は確かな事でした。
　宇和島サイズだと、知り合いの知り合いはまた知り合いみたいなと
ころがあり、ＹＥＧメンバー以外の人とも繋がっていきました。
　そして様々なプロ集団の集まる『ＹＥＧ』は凄いツールになります。
　仕事でも遊びでも『ＹＥＧ会員手帳』地域“超”密着スーパータウ

　ＹＥＧをふりかえって
　平成25年４月に入会してから２年間大変お世話に
なりました。ただ、まつり頭の大役をいただいてお
きながら、仕事の関係とはいえ、直前で離れてしまっ
て、大変申し訳ありません。まだ、自分の中でも後
悔が残っております。卒業しても、祭りには何らか

の形でお手伝いさせていただければと考えておりますので、よろしく

　青年部の２年間あっという間でした。日常業務の
中で時間を取れず、現会員の皆さんのように行事に
参加できなくて申し訳ございませんでした。その中
で、自分の中では青年部の皆さんと宇和島徳洲会病
院の関係はより深くなったと思います。今後若い今
城君・伊勢元君は私以上に活動に参加し、交流を深

イベントを通して勉強させて頂きました。ただただ感謝の念でいっぱ
いです。これからも、ＹＥＧの綱領に示す通り「次代への先導者とし
ての責任を自覚し…豊かで住みよい郷土作りに貢献する」よう、皆さ
んに努力を願うところです。お世話になりました。ありがとう。

森川　晴喜　

ンページを開き電話します。
　聞きたい情報をタダで親切に教えていただき、時には仕事に結びつ
く事もありました。
　それだけでも徳のある『ＹＥＧ』ですが、何より感じたのは年に関
係なく『ちゃんとしとるやん』によって人が『ちゃんとしとるやん』
になる事だと思います。
　人はちゃんとする場があるから、ちゃんとしようとする。
　ＹＥＧメンバーはお金を払って入会し、人の為、地域の為を『ちゃ
んとする』
　そんなＹＥＧメンバーを誇りに思います。
　これからも素晴らしい『ちゃんとする』で宇和島を盛り上げていっ
て下さい。

仲田雄一朗（旧姓　坂本）　

お願いいたします。
　入会以前は、25年ぶりに宇和島に帰ってきて浦島太郎状態でした。
街のにぎわいがうすれ、寂しさを感じることもありました。その中で
ＹＥＧの熱い皆さんとお話ができ、大変勉強になりました。大げさで
なく、元気をいただきました。本当に皆さんありがとうございました。

高鍋　勝彦　

めてください。青年部の皆さん、今後とも若い今城君・伊勢元君をか
わいがってください。最後になりますが、今後とも宇和島徳洲会病院
よろしくお願いします。

石井　幸一　

卒業によせて……


