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～繋げよう～
人・地域・そして未来
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フェイスブック
やってます。

宇和島商工会議所／青年部広報誌

青 　 風SEIFU-SEIFU-青 　 風

　平成28年度、31回目のスタートが切られもう６カ月が過ぎようとする今日この頃です。

　皆さん、いつも様々な形でＹＥＧ活動にご尽力をいただきありがとうございます。そして、例会、委員会

にも多くのメンバーが出席をいただいておりますことたいへんうれしく思っております。

　今年度は皆さんと共に会員増強について考え活動し、一人でも多くの仲間が増えることを期待しています。

９月現在、会員67名。平成30年に開催される愛媛県大会宇和島大会には100名体制を目標に掲げ、メンバー

同士の自己意識の向上と人との交流を行うことを目指し、人と人との繋がりを作り、未来の宇和島ＹＥＧの

為に共に活動していきましょう。

　また、これからの各委員会活動も楽しみにしております。ぜひとも皆さん、たくさんのメンバーのご参加

をいただき盛り上げていきましょう。

　これからもよろしくお願いします。

「～繋げよう～人・地域・そして未来へ！」

会長　中　川　秀　樹～こんにちは、会長です～

委員長一言
　地方創生委員会の委員長になって、早くも

半年が経過しようとしています。今年度、委

員会では、５月に地方創生に関する事業とし

て、徳洲会病院の病院祭への参加、そして、

８月に家族例会を四万十市の四万十楽舎にて

行いました。今後も委員会では事業もありますので、メンバーと協

力してより良い事業を行いたいと思っております。

地方創生委員長　亀田　尚人

　広報委員会の28年度の活動計画としては、

年に２回青風を発行しＹＥＧの活動を報告し

５月と２月には委員会で例会とアワーを行い、

新年会も担当させていただく予定である。

　更に、私の個人的な活動目標は自称【子づ

くり推進委員会】として、できるだけ家庭並

びに恋人の時間を大切に持つことができるように考慮していきたい

と思っている。そして、宇和島の今後の未来にためにもたくさんの

子づくりが行われ、たくさんの子どもができたらと心より願ってい

る。

広報委員長　渡部　太輔

　今年度当委員会では、会員の増強と会員相

互の交流を図り、会員個々の資質向上を目的

として委員会活動をしていきます。

　年に２回の新入会員歓迎会、追い出しコン

パ、そして街の活性化を目指して他団体との

交流事業を委員会として行います。

　メンバーの皆さんには、色々とご協力をお願いいたしますが、何

卒よろしくお願いいたします。

 会員増強委員長　松岡　浩二

　平成28年度総務委員長に任命され、もう半
年が経ちました。あっという間でした。４月
の総会、いきなりの総務の大仕事です。スムー
ズに会が進行できるよう、２カ月前から準備
し、結果とてもスムーズに総会を行うことが
できました。いろんな人から総会すごくスムー
ズでよかったよと、お言葉も頂きました。あ

りがとうございます。総務のメンバーもいい方たちに恵まれ、とて
も感謝しています。まだまだあと半年、毎月の役員会、例会、観月会、
次年度会長選挙臨時総会、卒業式などなど、事業があります。精一
杯頑張っていきますので宜しくお願い致します。

総務委員長　杉本　　聡

◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇
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会員総会

徳洲会病院祭

５月懇親会

６月委員会アワー

　４月21日通常会員総会を総務委員会が担当させて頂きました。

　念入りに打ち合わせを重ね前日にはリハーサルをし、とてもスムー

ズな総会になり平成28年度の第１回目のスタートとして素晴らしかっ

たと思います。

　終わった後の委員会メンバーの達成感。

そして総務委員会としての絆も深まりまし

た。

 （総務委員会　山本　恵理）

　５月15日、徳洲会の病院祭に宇和島商工会議所青年部として参加しました。
　参加内容は射的と輪投げ、木下正月堂の和菓子セットの販売を行いました。
　木下正月堂の和菓子セットはやはり人気で完売となりました。
　射的は的や作りのクオリティが高く、小さいお子さんから大人まで
楽しめるもので、輪投げは景品が子供さん
にとても喜ばれるものとなっていました。
　両方景品がなくなる最後の最後まで人が
途絶えることがなく、少しでも来場された
皆さんに喜んでいただけたかなと思いました。

 （地方創生委員会　眞田真紀子）

　多度津ＹＥＧさんが四国ブロック大会ＰＲに、西条ＹＥＧさんが県

大会のＰＲに宇和島の地に訪れてきました。交流を深めるため懇親会

を有明にて開催。参加者50名以上、座席は各ＹＥＧを交互に並べて顔

合わせできるように工夫しました。様々な

職種の人と意見交換をし、楽しくお酒を飲

むことができました。９月には多度津へみ

んなで行きましょう♪

 （広報委員会　村井　宝史）

　例会での司会を初めて務めさせていただいて、色々学ぶところもあ

り、良い経験となりました。こうしてみなさんと集まり、話し合いを

していく中で、交流も深まり、つながっていくのだなと感じました。

今では、宇和島も高齢化が進み、若い人た

ちもあまり見受けられなくなっています。

活性化させるためにも、みなさんと協力し

合い、盛り上げていきたいと思いました。

 （会員増強委員会　石河　康司）

４/21㈭

５/15㈰

５/21㈯

６/21㈫

７月委員会アワー
　敬神和霊山頼会　輿丁頭　松岡浩二様から「和霊神社の歴史について」

　中村匡史君から「ＹＥＧのまつりへの関わり方の歴史について」

　警備隊、松明隊の当日の流れ

　オールカマーの説明

　走り込み部　部長　井上恭雅君から話が

あり最期にまつり頭　木下洋平君より総括

　先輩ＯＢの熱い想いが伝わりました。

（まつり特別委員会　安田　　桂）

７/21㈮

４月新入会員歓迎会
　僕は司会を担当させていただいたのですが久しぶりの司会に緊張し

ました。

　10名以上の新入会員が入会され名刺交換をし青年部の絆が深まった

と思います。

　この調子でもっと会員増強が出来ればい

いなぁと思いました。

（会員増強委員会　兵頭　正紘）

４/21㈭

５月委員会アワー
　「参拝作法を身に付けよう」。神前における拝礼作法、玉串奉奠につ

いて名前の由来や作法の仕方を当青年部会員である八幡神社 渡部宮

司から学びました。実際に玉串奉奠を行いながら説明を受けることが

でき、とても良い経験をさせていただきま

した。

 （広報委員会　中畑　仁志）

５/21㈯

県大会in西条
　第34回 商工会議所青年部 愛媛県大会　西条大会に参加しました。
式典、講演会はほどほどにその後いきなり懇親会にうつり簡単な世論
（消費税引き伸ばし等）をテーマに意見交換し、会食。メニューはお
しながきがあり西条メンバーのお店を中心にした料理をそとのテント
で作り運んでもらうという宇和島ＹＥＧ30
周年のような雰囲気を味わいました。
　再来年の宇和島大会も負けないような県
大会にするぞと井上和也県大会室長が息巻
いておりました。宇和島メンバーならやれ
るはずだ。がんばろー。

 （副会長　森岡　敏樹）

６/18㈯

夜　市
　宇和島商店街の夜市で射的を出店しました。２日出店し、袋町・恵
美須町商店街に出店。天候にも恵まれ子供から高齢者まで射的を楽し
んでいただきました。
　また和霊大祭での松明隊アピールとして、夜市のお客さんに短冊に
願いを書いてもらう試みも行いました。書
いていただいた短冊は笹に結び、祭り当日
に松明隊が松明と共に持っていきます。ご
参加いただいた皆様のおかげで夜市は大盛
況に終わり、祭りのアピールもできました。

 （まつり特別委員会　松本　和晃）

６・７月

８月家族例会
　８月21日㈰に四万十市江川崎の『四万十楽舎』において宇和島商工
会議所青年部の恒例事業である家族会が行われました。
　今年度は家族例会の形式で行い、メンバーのご家族を含めた多くの
方にご参加いただきました。
　例会後のバーベキューでは天候も良く
バーベキュー侍さんの演出もあり、皆が楽
しい時を過ごせたと思います。

 （地方創生委員会　中澤　孝太）

８/21㈰
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　宇和島ＹＥＧメンバーの皆さん、Ｏ
Ｂの皆様、そしてまつりに参加してい
ただいたすべての皆様お疲れさまでし
た。今年も皆様のおかげで事故・怪我
もなく無事乗り切ることが出来ました。
皆様には感謝してもしきれません。有
難うございました。まつりが終わって

神輿関係者の方々やまつりを観にいらした方々から「良い
まつりやったね」「松明きれいやった」などのお言葉をいた
だきまして感慨無量です。ただやはり反省点・改善点は多
数ありました。まつり頭として来年のまつり頭に引き継ぐ
だけではなく今回の問題点をいかに改善し来年以降のまつ
りを今年以上の成功に精一杯尽力させていただくことが歴
代まつり頭の務めだと思いますのでご協力のほどよろしく
お願いします。
　最後になりましたが沖警備隊長、三浦松明隊長、中村匡
史カマー店長、大変だったと思いますが見事に乗り切って
くれました。「ほんとに、ありがと～‼」

まつり頭　木下　洋平

　21日の準備から25日の片付けまで、ご協力ありがとう
ございました！おかげでなんとか無事終えることができ
ました！木下頭！沖、三浦両隊長も祭りど真ん中の忙しい
なか助けていただいてありがとうございます！応援に来て
いただいたＯＢの皆さんや元焼きそば部？の皆さん！本当
にお世話になりました！卒業最後の祭り３日間！楽しかっ
た！！！重ねてありがとうございました。

オールカマー店長　中村　匡史

　まつりに参加された皆
さん、お疲れ様でした。
また、警備隊にご協力頂
きありがとうございまし
た。何分のんきな性格な
もので、たくさんの方々
にご心配やご迷惑をおか

けしたことと思います。そんな私を陰なが
ら支えてくれた両副隊長、たくさんアドバ
イスを下さった先輩方、ほとんど休憩も取
らず、早くから持ち場について警備してく
れた警備隊の皆さん、皆さんのおかげで事
故なく、大きなトラブルなく無事にまつり
を終えることができました。本当にありが
とうございました。

警備隊長　沖　　良彦

　平成28年７月24日、第50回うわじま牛鬼まつり走り込み
が開催されました。今年も多くの方々が宇和島商工会議所
青年部の松明隊として参加して頂き、無事松明に火を灯す
ことが出来ました。本当に皆様お疲れ様でした。
　22日からの大漁旗の設置、火付場の設置、23日には篝火・
松明筏搬送準備、そして24日のまつり本番と今思えばあっ
という間に時間は過ぎていきました。

　まつり当日、松明隊長として自分の名前が刺繍された法被を着たとき、こ
れまで諸先輩方が積み上げてきたものを自分が引き継ぐことの重みを感じ、
なんとしてでもやりきろう、そして楽しもうという思いでいっぱいでした。
運行中は松明隊メンバーのみんなが必死に動いてくれて盛運社前、ご神竹前
できれいな火を灯してくれました。
　私が松明隊長を務めあげることが出来たこと、そしてまつりが無事終わっ
たことはひとえに宇和島商工会議所青年部メンバーとすべてのまつり関係者
のおかげです。皆様本当にありがとうございました！

松明隊長　三浦　将之

和 霊 大 祭
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Ａ１　近藤陽一郎
Ａ２　㈱プリンセスライン
Ａ３ 　釣り
Ａ４ 　一生に一度の最高の幸せを演出致します。

Ａ１　安田　　桂
Ａ２　㈲アクアプラス
Ａ３ 　音楽鑑賞
Ａ４ 　入会して間もないのに皆さんが気さくに声
をかけてくれるのがうれしいです。これから
も頑張ります。

Ｑ１　名　前
Ｑ２　会社名

Ｑ３　趣　味
Ｑ４ 　ひとこと質問事項新入・交代会員紹介

Ａ１　辻　　　光
Ａ２　看板屋　TSUJI.DESIGN
Ａ３ 　バイク・自転車（二輪）・水彩画
Ａ４ 　ツジデザインの辻です。訳あって商工会議
所青年部へ２度目の入会となりました。本年
度卒業ですので、ＹＥＧ活動も精一杯頑張り
たいと思います。まだまだ事業所の方は軌道
に乗っていませんが今年の目標は「仕事も趣
味も家庭にも全力で‼」です。よろしくお願
いいたします。

Ａ１　井上　真紀
Ａ２　aile美容室
Ａ３ 　ダイビング
Ａ４ 　毎日楽しく仕事しております。是非来て下
さい。

Ａ１　石河　康司
Ａ２　スナック　ジェラス
Ａ３ 　空手
Ａ４ 　ＹＥＧのみなさんと楽しく仲よくなれたら
いいです。

Ａ１　岡田　雄大
Ａ２　㈱イナミコーポレーション宇和島支店
Ａ３ 　アウトドア
Ａ４ 　できる限り力になりたいと思います。

Ａ１　田中　勝之
Ａ２　㈱Ai （エーアイ）
Ａ３ 　映画鑑賞
Ａ４ 　仕事などの都合もあり、なかなか青年部の
皆さんとお話しすることが出来ないままです
が、これからよろしくお願いします。

Ａ１　福徳　　隆
Ａ２　㈱フジトラベルサービス
Ａ３ 　読書、スポーツ観賞
Ａ４ 　今期より宇和島に参りました。YEGを通
して自分を成長させていきたいと思います。
よろしくお願いします。

平成28年４月15日㈮
愛媛県ＹＥＧ連合会 平成28年度第１
回三役会・理事会・定時総会（松山市）
出席者：中川秀樹、井上和也、﨑須
賀事務局

平成28年５月14日㈯
平成28年度 四国ブロック商工会議所
青年部連合会 第１回役員会（多度津
町）
出席者：井上和也

平成28年６月18日㈯
愛媛県ＹＥＧ連合会 平成28年度第２
回三役会・理事会・
臨時総会（西条市）
出席者：中川秀樹、
井上和也、﨑須賀事
務局

平成28年６月29日㈬
平成28年度 愛媛県商
工３団体青年部正副
会長会議（松山市）
出席者：井上和也

出 向 情 報

Ａ１　中澤　孝太
Ａ２　㈱近藤公久商店
Ａ３ 　スノーボード
Ａ４ 　宇和島に来て３年目です。
　　 これを機に色々な事に参加し知り合いを増や
せたらと思います。

Ａ１　三好　良貴
Ａ２　宇和島練り物工房　みよし
Ａ３ 　ギター・競馬
Ａ４ 　青年部の皆様と、より交流を深め、宇和島
の郷土料理である“じゃこ天”を広めていき
たいです。

Ａ１　小櫻　博規
Ａ２　宇和島市役所
Ａ３ 　将棋、最近は高校野球観戦
Ａ４ 　青年部の皆さんと知り合えて、ものすごく
勉強になってます。宇和島を盛り上げていき
たいです！

Ａ１　久保山慎介
Ａ２　医療法人沖縄徳洲会 宇和島徳洲会病院
Ａ３ 　テニス
Ａ４ 　青年部に所属させていただき、分からない
ことが多々あるとは思いますが、なるべく早
く皆さんと一員となって力になりたいと思い
ます。

お誕生おめでとう
安藤　岳

が く

久くん
平成28年５月13日生まれ
安藤　雅人君　長男

お誕生おめでとう
福徳　風

ふう

斗
と

くん

平成28年５月25日生まれ
福徳　　隆君　次男

お誕生おめでとう
渡部　可

か こ

子ちゃん
平成28年６月７日生まれ
渡部　太輔君　長女

お　慶　び

　平成28年７月９日㈯に、宇和島サブライムホールにおきまして結婚
披露宴を行いました。皆様方より大変多くのお祝いのお言葉をいただ
き、本当に感謝の言葉でいっぱいです。
　そして、結婚式等におきまして、青年部メンバーの事業所の方々に
も大変お世話になりました。
青年部メンバーを強く感じ
ることのできた結婚披露宴
になりました。本当にあり
がとうございました。

亀田　尚人


