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宇和島商工会議所／青年部広報誌
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宇和島商工会議所青年部創立30周年記念式典＆事業
会長　井上　恭雅

　１年半の協議・審議の繰り返し、意見の食い違い、伝える事の難し

さ、全ては2015年9月19日の式典、そして20日の事業のこの２日の為。

結論から言うと全てにおいて大成功であったと僕自身は思っている。

結果はともかくそれまでの道のりが僕自身、そして宇和島ＹＥＧメン

バーを成長させてくれたのではないかと思う。

　ＹＥＧとして事業を行うことの意味は、地域の為だけでなくメン

バー自身の成長にも大きく繋がっていくのだと確信できた。この２日

間にご参列いただいた来賓の皆様そしてＯＢの先輩方、参加頂いた諸

団体の方々にも本当に感謝しています。３年後にはこの宇和島の地で

県大会が行われます。是非宇和島ＹＥＧが一枚岩となって素晴らしい

大会になると信じています。苦労の数だけ喜びはあるのだと思います。

本当に周年事業お疲れ様でした！

宇和島商工会議所青年部創立30周年実行委員会
委員長　豊田　敬史

　創立30周年事業。無事終了いたしました。みなさん、本当にご苦労

様です。お蔭様で本当に素晴らしい事業になったのではないかと思い

ます。そりゃ、そうですよね。あんなに夜遅くまで熱い魂のこもった

議論しあえば、どこにも負けない素晴らしいものが出来上がるはずで

す。どこにも負けない素晴らしい事業は『どこのも負けない素晴らし

い組織』だからこそ叶えられたのでしょう。先輩たちから脈々と受け

継いだ宇和島ＹＥＧ魂があったからこそです。そして多くの市民を巻

き込みながら事業が成功したことは、宇和島への恩返しも叶えられた

のではないでしょうか。ただ、私の息子が当日運動会だったことが一

番悔やまれますが。

　最後に、今回の事業に多大なるご協力を頂いた方々に心より感謝申

し上げます。

追伸：35歳以下の諸君。40周年事業をとても楽しみにしております。
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副委員長　森岡　敏樹

副委員長　藤掛　路幸

　あっという間の２日間が終わった。昨年の準備委員会からいれると

１年半にもわたる長い長い準備期間。始めのうちはイメージもわかず

にただひたすら宇和島ＹＥＧの皆の結束力を高めよういうことに中心

を置き、今年に入ってから組織づくり、各委員会の役割分担、深夜に

も及ぶ長い協議を重ね、９月に入ってからはピリピリとする空気の委

員会役委員会と本当に長い準備期間でした。豊田委員長、井上会長本

当にお疲れ様でした。

　本番当日は両日共に、準備の苦労を吹き飛ばしてくれるほどの快晴

で気持ちの良い天気。初日は県内、外からのＹＥＧメンバーも多数参

加して頂き盛大な式典、大懇親会が行えました。２日目のガイナ～め

しグランプリも多くの方に来ていただき、出展ブースもほとんどが完

売になるほどの盛況ぶりでした。ＹＥＧメンバー、ご迷惑をかけたＯ

Ｂの方々に本当に感謝します。体育館駐車場から見た、お城と鬼ヶ城

の景色が心に残ります。

　創立30周年記念事業の外部向けイベントとしてガイナ～めしグラン

プリの責任者として豊田敬史実行委員長より名を受け担当させて頂き

ました。私は一昨年より地にぎりグランプリの発案と実行、昨年の地

にぎりサミットを委員長としてやらせて頂いていたので担当として

選んでいただいたのだと思いますが、今回は宇和島市総合体育館の駐

車場で開催するということ今までとはまるで違う規模のイベントでし

た。設営から集客まで全て自分達でやらないといけない、沢山のトラ

ブルが続出、大変さを非常に身にしみました。しかしやるしかない！

諦めずやってみればどうにかなるもので、当日は大盛況！終わった後

には最高に美味いビールが飲めました！もうやりたくありませんが

（笑）、義理と人情がある人間から言われたら断れないですね。皆様お

疲れ様でした！
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スポーツ交流事業

委員会アワー

戸島ツアー

大洲ＹＥＧいもたき

　去る６月28日、天神町のLION BLEUにてスポーツ交流事業を行い

ました。委員会対抗形式でビリヤード、ダーツで大いに盛り上がり

メンバーにも楽しんでもらえたのではないでしょうか。残念な事に

LION BLEUがこの事業の２日後に惜しまれつつ閉店となってしまい

ましたが、お世話になった青木、藤田両プロは全国の様々な大会でプ

ロとして活躍をされているようで記事等を見て嬉しく思います。

　今後とも影ながら両プロのご活躍を応援していきたいと思います。

 （会員交流委員長　中川　立治）

　８月21日の例会に、「木屋旅館」のセールス&マーケティングマネー
ジャーのグレブ・バルトロメウスさんをお招きしました。そして、ポー
ランド出身であるグレブさんから見た「宇和島のよい所、悪い所」を
お話ししていただきました。
　講演の前に二人でお話しをさせていただく機会がありました。「プ
ライベートでは、ご飯をどこに食べに行きますか。」とお聞きしたと
ころ、「いろんな所へ食べに行っていますが、どのお店もおいしいです。
しかし、接客態度の悪いお店も多いです。そういう所には二度と行き
ませんし、お客様を紹介できません。」とお話しされました。
　普段接客業をされているので、視点が違うと感じました。また、木
屋旅館に来ていただいたお客様を喜ばせたいというお気持ちも伝わり
ました。

　宇和島市は人口の約35%を高齢者が占める超高齢社会都市です。そ
の中でも戸島のような離島の高齢化は深刻化しています。今回はそん
な戸島の良い所を探しに行って参りました！午前中は龍集寺にて和尚
さんから、キリシタン大名・一条兼定と有名元国体サッカー選手につ
いて話して頂き戸島の歴史を学び、午後からは海岸にてＢＢＱをしな
がら海で釣りをしたり、ボードをしたりして楽しいひと時を過ごしま
した。自然豊かで素晴らしい島でした！ぜひ皆さんも戸島に足を運ん
でみてはいかがでしょうか？

 （超高齢社会対策委員長　今城　翔太）

　秋といえば大洲の芋炊きですね。今年も青年部で初煮会に行って参

りました！とは言え、私自身は初めての参加でしたので新鮮なもので

した。大洲ＹＥＧさんの粋な計らいで、ジャンケンで勝った人にお酒

を買う権利を頂くなど、他単会の方と交流しながら楽しく参加させて

頂きました。最も衝撃を受けたのは大洲育ちの井上会長が芋炊きの芋

を食べられないということでした（笑）。井上会長が野菜嫌いを克服

できるように来年も皆で参加しに行きましょう！

 （超高齢社会対策委員長　今城　翔太）

６/28㈰

８/21㈮

８/23㈰

８/28㈮

新居浜ＹＥＧ30周年
　2015.08.29㈯新居浜ＹＥＧ30周年記念式典に。周年事業は経験した
ことがないので、宇和島ＹＥＧ30周年記念事業の参考になればと思い
出席させて頂きました。運が良かった。車２台でメンバーと会場に向
かったのですが、私が乗っていない車には、タコの異臭がしていたよ
うで…。会場に着き、会場看板・席順表など、色々と学ぶことが出来
ました。やっぱりいくら考えても思いつかないことが、その場を体験
することで分かってくる。そう実感出来ました。お陰で宇和島ＹＥＧ
30周年出来ました。

（総務委員会　櫻井　一博）

８/29㈯

　宇和島育ちの私よりも、宇和島を愛しておられるグレブさんの姿に
感激しました。私も宇和島を愛する一人として、宇和島を好きになっ
てくれる人が増えるように、よい接客を心掛けていきたいです。

 （宇和島再発見委員会　谷田　真紀）
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四国ブロック大会徳島大会

走る広報！

　第32回四国ブロック大会徳島大会に参加してきました、９月11日に

は臨時総会・会長会議・前泊者懇親会に、12日には記念式典に参加し

てきました。前泊者懇親会では、くじ引きで席を決めて知らない他単

会の方たちと、どのような事業をしているかＹＥＧとして地域にどう

関わっていくべきかなどとても熱い話し合いをしました。また12日は

宇和島ＹＥＧの30周年事業や今後の事業の参考になるきっちりとした

式典を見て勉強してきました。

（副会長　三瀬　重幸）

　新たな広報媒体として「第２回マツヤマお城下リレーマラソン」に

参加。42.195キロを10名でタスキをつなぎ、３時間20分40秒（73位

／237位中）で完走しました。宇和島ＹＥＧチームは職場対抗の部で

出場し、青年部のハッピ・ハチマキを着用して走ることで、多くの企

業に周知することができたと思います。また、愛媛新聞別紙に写真付

きで大きく掲載され、十分に宇和島ＹＥＧをＰＲする事ができました。

 （広報委員会　井坂僚太郎）

９/11㈮・12㈯

10/11㈰

運　動　会
　10月４日㈰住吉小学校にて「家族会～大運動会～」が開催されまし
た。
　総勢74名の皆様に参加していただきました。住吉小学校のグランド
を使用し、障害走、借り物競争、綱引き、全員リレーと、盛り沢山の
競技を委員会対抗で全力で競技しました。委員会メンバーで作り上げ
た、ジャガイモ、ＹＥＧ味噌を使い、またメンバーの力を集結し、Ｙ
ＥＧメンバーを「おもてなし」する事が出来ました。家族になれた「家
族会」だと思っています。

　（宇和島再発見委員長　高田　賢治）

10/４㈰

四国ＹランドリーグPlus！
　四国Ｙランドリーグplusが、11月７日、坂出市にて開催されました。
　朝６時に出発、９時過ぎに到着。10時半から試合開始、相手はまさ
かの松山ＹＥＧ！
　11時過ぎには試合終了。７－４の僅差で敗戦。移動時間の方が長い
という結果になってしまいました。対戦相手の松山ＹＥＧが優勝する
という結果になりました。
　事実上の決勝戦？ということで、来年はしっかり練習していきま
す！

 （総務委員会　窪内　大樹）

11/７㈯

７／４　 公益社団法人日本青年会議所四国地区協議会2015年度四国地
区大会宇和島大会　出席（来賓）

９／４　 愛媛県商工会議所青年部連合会理事会・臨時総会
（松山）　出席

９／11　 四国ブロック商工会議所青年部連合会　役員会・会長会議
（徳島）　出席

９／12　 日本商工会議所青年部第32回四国ブロック大会徳島大会
（徳島）　出席

10／25　伊達な地にぎり合戦　秋の陣　（来賓・審査員）　出席

『会長』の動き
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お誕生おめでとう
沖
おき

　ひかりちゃん
平成27年７月22日生まれ
沖　　良彦君　長女

お誕生おめでとう
中村太

た

夏
か

良
ら

くん

平成27年８月27日生まれ
中村　沙知君　長男

お誕生おめでとう
畑中　葵

き

鳥
とり

くん

平成27年９月５日生まれ
畑中　　聡君　次男

お　慶　び

眞田真紀子
（宇和島再発見）

Ａ１　BLUE DOLPHIN

Ａ２　料理

Ａ３ 　努力

Ａ４ 　いい母親になること

Ａ５  　自分なりに頑張りたいと思います

Ａ１　Slon Le coeur　エステサロン

Ａ２　ドライブ

Ａ３ 　足るを知る 笑

Ａ４ 　宇和島に健康美人を増やすこと

Ａ５  　素敵なお仲間頑張れ出来ればいいなぁ

と思います。

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・交代会員紹介

中井　祐子
（向　上）

丸山球場

城　南
中学校
（1分1敗）

城　東
中学校
（2敗）

五日市少年野球
シニアクラブ
（1勝1分）

港　南
中学校
（2勝）

吉　田
中学校
（1勝1敗）

椿
中学校
（1勝1敗）

宮下グラウンド

津　島
中学校
（2敗）

吉　備
中学校
（1勝1敗）

三　間
中学校
（2勝）

津島中グラウンド

宇和島南
中等教育学校
（2敗）

内　宮
中学校
（2勝）

菊間・玉川
中学校
（1勝1敗）

吉田球場

三　間
中学校

五日市少年野球
シニアクラブ

内　宮
中学校

三　間
中学校

0

3 6

24 3

　宇和島ＹＥＧ杯中学校軟式野球大会が10月24日、25日と開催され無事に終えるこ
とができました。
　思い返せば今大会の委員長を請負い、準備から開催当日まで突っ走ってきた感じ
で、とにかく無事に開催され、終わったことに安心をしています。
　今年は宇和島ＹＥＧの30周年事業という大きな事業が９月にあり、それまでに準
備をしていたとはいえ、最後の１ヶ月は打合わせ準備、確認作業であっという間の
１ヶ月で、毎日がめまぐるしかったのを覚えています。
　もうすでに、来年に向けての動きが始まっています。出場してくれた中学校から
も来年もぜひ出場したいとのお声を頂戴しています。本当にありがたいお思いです。
　宇和島では根付いてきたこの大会を将来的には、このＹＥＧ杯を四国大会または
全国大会まで発展できれば、もっと素晴らしいと思います。
　最後になりましたが、大会を迎えるにあたって、お世話になりました主管校の先
生方、そして父兄の皆さん、そして至らない私にいろんなアドバイスやご指摘、大
会の準備などしていただいたＹＥＧのメンバーの皆様、事務局に本当に感謝を申し
上げます。
　本当に、ありがとうございました。 ＹＥＧ杯特別委員長　窪内　大樹

優勝：三間中学校

港　南
中学校

港　南
中学校

第11回宇和島ＹＥＧ杯中学校軟式野球大会10/24㈯・25㈰
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　まずまつりに参加されたすべての皆様、本当にお疲れ様
でした。皆様には感謝の言葉しか思いつきません。４月に
井上会長より「頭、まつりはまかせたぞ！」と言っていた
だき、「出来るもんならやってみろ」と会長の心の声が聞
こえてから数ヶ月今年もまつりが終わりました。正直な感
想「いや～大変、ほんと疲れた」。頭として実力不足でパ
ニックになりそうな時もありましたが委員会メンバーを中
心にみんなに支えられ怪我もなく終えることができ今の感
想「頭やれて良かった～」です。頭をまかされて初めて頭
の大変さ、歴代頭の偉大さがわかりました。またまつり当
日はもちろん、４月から約４ヶ月間様々な打合せや準備な
どでＹＥＧメンバーのまつりへの情熱・愛情がしっかりと
伝わってきました。その思いやまつりの歴史などを新しい
メンバーに伝えていきたいと思います。
　メンバーのみんな、本当に有難うございました。最後に
松本警備隊長の事故のない警備、板崎松明隊長のきれいな
松明、大下カマー店長の美味しい焼きそば、も～最高！３
人でほんと良かった！３人には心から「ありがとう」
　来年もみんなでまつりを盛り上げよ～‼

まつり頭　木下　洋平

　今年のオールカマーフェスタは皆で焼きそばを販売しまし
た。初日の土砂降りの雨も吹き飛ばすほど、３日間を通し大
盛況で目標販売個数を達成する事が出来ました。
　ＹＥＧメンバー及びご協力頂いた多くの皆様のおかげで今
年のオールカマーフェスタＹＥＧ店も大変盛り上がりまし
た。

　この経験を通して、人の力が集まればどんな困難も乗り越
えられる。人の笑顔が集まれば周りの皆を元気にできる。と
いうことを改めて実感でき関わってくださった皆様に感謝の
気持ちでいっぱいの楽しい祭りでした。
　皆様、ありがとうございました。

オールカマー店長　大下　寛子

　私は出身が愛南町ということもあり、宇和島のまつりの
歴史についてなにも知りませんでした。警備隊長に任命い
ただき、なにもわからず、不安もありましたがＹＥＧメン
バーの皆様のご協力によりなんとか終えることができまし
た。
　宇和島のまつりに直に触れることが出来、いい経験がで
きました。
　私の感想はもう感謝の言葉しかありません。
　警備隊に参加していただいたＹＥＧメンバー、木下頭以
下まつり特別委員会のメンバー、そして1番無理を言いま
した副隊長両名、皆様、本当に迷惑かけました、ありがと
うございました。

警備隊長　松本　和晃

　平成27年７月24日に宇和島牛鬼祭り走り込みがおこなわ
れました。     
 今年は手持ち松明を600本、大松明８本、篝火12台用意し
て篝火、大松明にはみかんの木を混ぜ用意しました。
　南予文化会館前で出発式を合図にスタートして盛運汽船
前を通過し、須賀川に入水しました。
　盛運汽船前では篝火、大松明、手持つ松明を使用し、須
賀川入水時にも手持ち松明を使用しました。
　今年もたくさんの参加者にご協力いただき盛運汽船前
と、須賀川入水後の二か所でたくさんの松明に火を灯して、
お神輿さんをお迎えすることができました。
　今年もすごくきれいな火が灯せました。
　ご参加いただいた方、本当にありがとうございました。

松明隊長　板崎　聖治

和　霊　大　祭


