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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
１年を振り返って✿✿✿✿✿✿✿ ✿✿✿✿✿✿✿

　本当にいろいろな事があった１年間でした。５月の徳洲会の病院

祭から始まり、８月の四万十楽舎にて行った家族例会、11月の宇和

島商工会議所de愛イベント、２月には松山へ委員会旅行、私事で

すが７月には結婚披露宴も行い青年部の方々には大変お世話になり

ました。何もわからなく不安で始まった委員長としての１年でした

が、メンバーの方々に支えられ協力していた

だいたおかげで無事に終えることができ、充

実した１年間になりました。感謝、感謝の気

持ちです。本当にありがとうございました。

地方創生委員長　亀田　尚人

　1年間委員長をして感じたのは、「実際に活動してくれた委員の

おかげである。」というこの一言である。全体的にもそうであるが、

活動する会員と活動しない会員が凡そ半分ずつである。この不活動

会員をどうするかが宇和島商工会議所青年部の今後に懸かってくる

とおもわれる。

　また、子づくり推進委員会（自称）として

は今年度に出産や結婚をした家庭も多く、来

年も結婚予定の会員も数人いるとのことで、

宇和島の人口増加につながってくるのではと

期待している。

広報委員長　渡部　太輔

　今年度の委員会では会員の増強と会員相互の交流を目的として活

動してきました。

　12名の新入会員を迎えると共に新入会員歓迎会、委員会アワーな

どを通してメンバー個々の資質向上になったと思います。

　ＹＥＧメンバー全体に支えられての１年、

来年度に向けて自分自身まわりに成長させて

頂いたと感謝しています。ありがとうござい

ました。

 会員増強委員長　松岡　浩二

　今年度、総務委員会は、４月21日の通常会員総会、９月21日の観

月会(真珠会館)、３月21日の会員褒賞授与式・卒業式、会員手帳作成、

宇和島ＹＥＧホームページ、臨時会員総会、後、毎月の三役会・役

員会・例会がスムーズに進行できるよう頭を悩ませながら資料の作

成等やってきました。振り返ってみると、ほんとに皆の協力のお陰

で全てうまくいけたのではないかと思います。

ありがとうございました。今後もこの経験を

生かして頑張っていこうと思いますので、ど

うぞ、宜しくお願いいたします。

総務委員長　杉本　　聡

　～繋げよう～人・地域・そして、未来へのスローガンのもと青年
部31回目のスタートを切り、早くも１年が経ちました。毎日の仕事
や青年部活動、平成30年に行われる県大会の準備など、人との繋が
りや事業承継を思いに活動した１年だったと思います。今年度は大
きな事業はありませんでしたが、各委員会活動では各委員長がそれ
ぞれの役割を十二分に発揮され率先垂範されたことで会員相互の繋
がりを作ってくれたことと思います。
 さあ、次年度も県大会に向け繋げていくことと、自分たちの会社、
事業も益々発展し、また青年部として共に地
域貢献活動ができる会員も増え、未来の宇和
島ＹＥＧに繋がっていくことを願っています。
　１年間、お世話になりました。ありがとう
ございました。

会　長　中川　秀樹

　１年、ようやく終えようとしています。長かった…。

　サラリーマンが“運営専務”職を引き受けるという暴挙。

　事務局からの連日の電話…。

　やるんじゃなかったという少しの後悔（泣）

　でも後輩のサラリーマン諸君、大丈夫。引き受けなさい。

　僕が出来た（？）のですから…。その道は通しました（笑）

　今置かれている立場で自分としては精一杯

やったつもりですが、色々と至らぬ点もあり、

多くのご迷惑ご心配をお掛けいたしました。

　支えていただきました会員の皆様、関係者

の皆様、本当にありがとうございました。

運営専務　藤野　紀行
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南予ＹＥＧ合同交流会
　八幡浜・どーや市場にて南予ＹＥＧ合同交流
会が行われました。伊予、大洲、八幡浜各単会
との交流を海鮮ＢＢＱを堪能しながら楽しんで
きました。
　会場はＢＢＱと皆の会話の盛り上がりで熱気
ムンムンの良い交流会でした。
　次年度は宇和島が主管で行われますので是非
とも皆さん参加しましょう！

 （地方創生委員会　中川　立治）

９/16㈮

第12回宇和島ＹＥＧ杯中学校軟式野球大会11/５㈯・
11/６㈰　
　第12回大会を開催するに当たりお世話になりましたメンバーの皆

様、本当にありがとうございました。皆さんのお陰で無事大会を終了

することができました。

　会長から委員長を任され準備を始めた時にはまだまだ先のように感

じていましたが、大会が近付くにつれすることが増え過ぎて、自分の

段取りの悪さに毎日反省することが多々ありました。

　でもたくさんの苦労のお陰で、大会は本当に楽しく盛り上がったと

思います。

宇和島商工会議所de愛イベント　vol. ２『この冬、ステキな縁で結ばれてみませんか？』11/20㈰

　婚活イベント『宇和島商工会議所de愛イベント vol. ２』を行いま

した。参加者は、宇和島市内外より男性20名、女性20名、合計40名の

方にご参加をいただき、場所は住吉公民館をメインにトークタイム、

クリスマスリース作り、伊達博物館での歴史鑑賞、有明さんでの昼食

等、午前10時から午後５時頃までほぼ１日をかけてイベントを行いま

した。初めてのイベントで委員会でも多くの時間をかけ、委員会メン

バー全員で準備から当日の進行までを行いました。参加者の方々も緊

張されて会話がスムーズにできるか心配していましたが、いざイベン

トが始まればそのような心配は必要なく皆さん積極的に会話をされ、

なんと20組中・８組のカップルが成立いたしました。その後、カップ

ル成立特典のカクテルパーティーでも楽しく時間を過ごされていまし

た。

　そして、翌日の委員会アワーにてイベントの報告会を行い、ＹＥＧ

メンバーの方々にも当委員会がどのようなイベントを行ったのかを

知っていただきました。

　ＹＥＧメンバーとして参加してくれた、三浦君、中澤君、本当にあ

りがとうございました。そして、協力をしていただいたメンバーの皆

様も本当にありがとうございました。皆様のおかげでイベントを無事

に運営することができました‼

 （地方創生委員長　亀田　尚人）

　司会の方、毎年恒例となりました決勝戦のパフォーマンスは最高に

良かったです。

　結果は、広見中学校が優勝でしたが、参加していただいた全てのチー

ムも全員で戦い数々のプレーを見ることができました。

　来年以降もこの大会を開催し、今年以上の盛り上がりが出来たらと

思います。

　皆さん、本当にありがとうございました。

 （ＹＥＧ杯特別委員長　下口　翔平）
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四国ブロック大会

Ｙランドリーグ

中山池イルミネーション

　香川県多度津町にて第33回四国ブロック大会多度津
大会が開催され、会長以下９名で参加してきました。
　メイン会場金剛禅総本山少林寺にて記念式典が行わ
れ、「勝手に分科会」へと流れ込み、続いて記念事業「帰っ
てきたいまちづくり」の結果発表。宇和島からも応募し
ていましたが惜しくも入賞できませんでした。が、ＰＲ
文・写真ともに素晴らしい出来だったと思います。広報
委員会さん、ありがとうございました！その後、
大懇親会に参加して会場を後にしました。
　次年度四国ブロック大会は松山で、また、そ
の翌年は宇和島で県大会が行われます。忙しく
なるね(._.)ご参加頂いた皆さん、お疲れ様でし
た。

 （運営専務　藤野　紀行）

　徳島県でＹランドリーグがあり、参加してき
ました。自身としては２度目の参加でした。 
前年は１回戦敗退だったので、“今年こそは”
と楽しみにしていましたが、野球経験者の欠席
が相次ぎ、正直厳しいなぁと思っていました。 
「野球の神様は必ずいる」 中川会長がＹＥＧ杯
のときに挨拶されていた通り、井上直前の“神っ
てる”好プレーが続いたり、みんな楽しく一生
懸命プレーしたのを野球の神様が観てくれてい
たのか３位という好成績で大会を終えることが
できました。 次大会は絶対優勝したいです。

（地方創生委員会　田中　節祥）

　三間町中山池のイルミネーションの取り付け
に参加してきました。最初に取り付け方法の説
明があり、夜点灯したときのことを考えながら
楽しく作業をおえることができました。そのあ
とイルミネーションの手作り体験ができると聞
き、イルミネーション作りを体験して、用意し
ていただいていたお昼ご飯を美味しく頂きまし
た。来年もたくさんの人にイルミネーションを
見に行ってもらえたらと思います。

（総務委員会　板崎　聖治）

９/24㈯

11/12㈯

11/20㈰・
12/４㈰　

新年会
　ほづみ亭にて開催されました。ＹＥＧ現役メ
ンバーだけでなく、ご来賓、ＯＢクラブの皆
様にも多数ご参加頂きました。アトラクション
では豊田敬君の名司会のもと抽選による豪華景
品付きの書初め大会を行い大変盛り上がりまし
た。普段触れ合うことがな
いメンバーと交流を持つこ
とができ大変有意義な時間
となりました。
（広報委員会　福德　　隆）

１/12㈭

観月会
　真珠会館にて観月会を開催しました。乾杯す
ると一気に各テーブルに明るく楽しそうな声が
上がり、会場の温度は暖かくなりました。ビン
ゴゲームでも最初にリーチのかかった３名さん
が、最後まで当たらず立ちっぱなしという珍事
もありました。移動中の段取りなど、まだまだ改善点は
ありましたが、無事に終える事ができました。ご参加頂
いた皆さんありがとうございました。

 （総務委員会　畑中　　聡）

９/21㈬

後期新入会員歓迎会
　例会後、後期新入会員歓迎会を開催致しました。

　新入会員の皆さまおめでとうございます。

　これから、色々な事業が待ってますが、参加して頂き、

メンバーと仲良く楽しみましょう。

　『友達100人』は、もう少し頑張らないと達成出来ませ

んので、今後もメンバー全員で協力して行きましょう。

 （会員増強委員会　櫻井　一博）

10/21㈮

会長研修会
　兵庫県加古川市にて、開催された全国会長研修会に中川会長と参加

してきました。宇和島から約六時間の道のりでした。全国の次年度の

会長が約400人ほど集まり、グループに分かれて、

それぞれに悩みや、希望を討論し有意義な時間を

共有できました。来年度の会長研修会の時に、同

じメンバーで集まります。成果を話し合えるのが

楽しみです。

（副会長　高田　賢治）

11/25㈮・
11/26㈯　

第47回たまらん会
　第47回たまらん会を宇和島カントリー倶楽部にて行って来ました。
　12月にしては暖かく絶好のゴルフ日和でメンバーと楽しんでまいり
ました。ショートホールのニアピンでは中畑ＯＢと私とでどっちが近
いと言うことになり約20センチ差で私のほ
うが近く笑いを誘う場面もありました。
　優勝は松岡委員長でした。
　打倒、まっちゃんで日々練習に励みたい
と思います。

 （総務委員会　松浦　　忍）

12/18㈰

全国大会in北海道
　２月24日、早朝５時に宇和島を出発。
  第36回全国大会 北海道いわみざわ大会 にメンバー 11名と沖ＯＢと
で出席してきました。
　強運のメンバーが揃っていたのか、帰るまでの間はとても天気に恵
まれました。雪がチラつく中の北海道らしい、大懇親会。ジンギスカ
ンに海鮮丼、ラーメンと食にも満足。次の
日はスノーモービルも体験し、宇和島では
味わえない非日常を存分に堪能し、沢山の
思い出作りができました。また行きたいで
す。PS シゲちゃん 写真に写ってなくてご
めん。

 （副会長　森岡　敏樹）

２/23㈭～
２/26㈰　もちつき大会

　住吉公民館で朝９時よりもちつき大会を開催しました。
　大雪と言う悪天候の中、37名と言う多数の会員メンバー、ご家族の
皆さんに参加してもらう事ができ、交流を深める事が出来たと思いま
す。
　昼には、なかつ屋さん特製の御雑煮や、
つきたてのあん餅を食べて、心も体もポカ
ポカになり、喜んでもらったと思います。
　次年度本格的に県大会の準備が始まりま
す。また、よろしくお願いします。

 （県大会準備室長　井上 和也）

２/12㈰
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卒業によせて……
　「思い起こせば14年前、当時の中畑先輩より半ば強
引に（？）お誘いを頂いて入会した宇和島ＹＥＧ。
当時あまり深く考えずに入会した事もあり、例会や
委員会もたまに顔出すくらいのほぼほぼ幽霊会員
（笑）今思えば戦力外だったなと思います。最初の転
機は平成16年度、当時の企画広報委員会委員長の石
川淳先輩に副委員長を頼まれて初の役員会出席（当

時河野一郎会長）…今思えば、この時の経験が後々の自分のＹＥＧ活
動に大きく影響を与えてくれたと感謝していますが…当時は『真剣過
ぎてドン引き』したのを今も覚えています。平成20年度、当時の菊地
清久会長に総務委員会の委員長に任命して頂いて石丸敏光運営専務の
下、思い存分活動させて頂いてからは、あれよあれよと言う間に沖秀
和県連会長の運営専務、そして平成26年度には会長職を預かるまでに
…（当時は大変お世話になりました！）。あっという間のＹＥＧ人生
だったなと感じています。たくさんの皆様に大事にして頂きました。
本当に幸せな時間だったと思います。ありがとうございました。後輩
の皆さんも是非会長を目指してＹＥＧ活動を頑張って下さい。とても
有意義で幸せな時間を経験できると思います。沢山の同級生と活動を
共にしましたが、こうやって井上恭雅君、辻光君と僕の３名で卒業と

感　　謝
　平成20年に入会して「あっ」という間に卒業を迎

えた。

　なにせ思い出はココには書ききれない。

　入会時は青年部の歌を聞き「厄介なトコにはいっ

てしもた」と思った、飲み会が多いのでとりあえず

参加しようと思いとにかく飲んだ、まぁほんとに飲んだ記憶しかない

のだが沢山の青年部事業に参加して苦労をみんなで分かち合いその後

の打ち上げで楽しんで、時にはケンカもあり…。熱い仲間と意見を討

　一度は離れることとなった、宇和島商工会議所青
年部。
　昨年、春に「もう一度もどってきませんか？」「一
緒に卒業しようや！」「まだ１年ある、やりきろう
や」と、あたたかく迎えてくれる沢山の仲間の声に、
少しでも役に立てることがあるのならとＹＥＧにも
どって参りました。　それからの１年、楽しい思い

出が沢山でき、新しい仲間も増え、公私共に充実した１年をおくるこ
とができたと思います。自分で商売を始めそれまでの仕事への考え方
や物づくり、デザイン、人間関係など全て一から築いていかなければ

いうゴールを迎えた事、今の一番の誇りです。
　最後に！ヴィクトール・フランクル博士の見解を借りると『青年が
ＹＥＧの意味は何かと問う前に、ＹＥＧのほうが青年に対し問いを発
してきている。だから青年は、本当は、活動する意味を問い求める必
要などないのである。青年は、ＹＥＧから問われている存在である。
青年は、活動する意味を求めて問いを発するのではなく、ＹＥＧか
らの問いに答えなくてはならない。そしてその答えは、それぞれのＹ
ＥＧからの具体的な問いかけに対する具体的な答えでなくてはならな
い』
　意味があるのかとか、楽が良いとか、そんな時代やないとか、俺
のやり方じゃないとか色々言うやつおるけど、たぶん結局それぞれ
が宇和島ＹＥＧに問われている存在だと感じて欲しい！今を精一杯！
小器用にならず、とことん突き詰め
た本気が楽しいと思うぜ！！現役の
皆様の更なる飛躍を期待していま
す！！！

中村　匡史　

論する楽しみも青年部で教えてもらった。

卒業後も青年部で経験したことを仕事に生かせるようにしたい。

　最後に、「考えるより先ず行動！」

　メンバーのみんな、本当にありが

とうございました！

井上　恭雅　

ならない不安や期待のなかで「宇和島ＹＥＧ」の仲間たちの言葉や行
動にどれだけ助けられたことか、感謝の気持ちでいっぱいです。これ
からはまた違う立場で宇和島ＹＥＧの皆様に貢献していきたいとおも
います。卒業しても気軽に頼ってもらって大丈夫です！これからも　
TSUJI.DESIGNをよろしくおねがい
いたします。

辻　　　光　

愛媛県ＹＥＧ連合会
・ 第３回愛媛県ＹＥＧ連合会三役会・理事会・
臨時総会
平成28年９月９日㈮
会長・井上和・事務局
・ 第４回愛媛県ＹＥＧ連合会三役会・理事会・
臨時総会
平成28年12月９日㈮
会長・井上和・事務局
・第５回愛媛県ＹＥＧ連合会新旧三役会
平成29年１月13日㈮
会長・井上和

・ 第６回愛媛県ＹＥＧ連合会（新旧）三役会・
第５回（新旧）理事会・臨時総会
平成29年３月９日㈭
会長・藤野・井上和・高田次年度・森岡・井伊・
事務局
愛媛県ＹＥＧ連合会会長研修会
平成28年９月９日㈮
会長・井上和

四国ブロック関係
・第33回四国ブロック大会多度津大会
平成28年９月23日㈮～9月24日㈯
・四国ブロック第３回役員会（多度津町）

平成28年９月23日㈮
井上和・会長・事務局
・四国ブロック第４回役員会（松山市）
平成29年２月４日㈯
井上和・会長
・四国Ｙランドリーグplus ～とくしま大会～
平成28年11月12日㈯
商工三団体関係
・愛媛県商工３団体青年部連合会研修会
平成29年１月７日㈯

出 向 情 報


