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宇和島商工会議所　青年部

〈平成30年度スローガン〉

　豪雨災害支援物資運搬
　７月の豪雨災害により被災された方々へと今治、新居浜、西条、
四国中央、各ＹＥＧの皆さんが支援物資を届けてくれました。
　また別の日には伊予、松山ＹＥＧからも支援物資を届けて頂き、
ＹＥＧを通じて出会った仲間達に心から感謝です。
　これからの復興支援に向けて勇気と元気をもらいました。
　本当にありがとうございました。

　がんばろう宇和島！ 
会長　松岡　浩二

　豪雨災害復興ボランティア
　祭りが中止になりまつり委員会でなにか出来ることはないかと考
えたとき毎年、吉田三間商工会青年部のメンバーが松明隊の手伝い
に来てくれている縁もあって被害が大きかった吉田にボランティア
に行こうという話しになりました。松岡会長にも助けてもらい社会福
祉センターを通して７月22日、総勢22名で吉田入りをしました。立目
地区に派遣され民家周りの土砂撤去を行ってきました。住民の方に
も大変喜んで頂き本当に行って良かったと思います。
　現場を生で見て、住民の苦労を目の当たりにしてメンバー一同考
えさせられるものがありました。これからも宇和島ＹＥＧとして復
興に携わっていく予定です。  　　　　　　まつり頭　松浦　　忍

　　吉田三間商工会青年部納涼祭
　西日本７月豪雨で被災地となった三間地区で吉田・三間商工会が
中心になって「もみの木」で夕涼みが実施されました。宇和島商工
会議所青年部（ＹＥＧ）として被災地となった三間地域の方々に対
して何らかの協力ができれば！という強い気持ちを持った会員交流
委員会の三瀬委員長の呼びかけに、事務局も含め約20名のメンバー
が当日集結しました。ＹＥＧの出し物として、屋外ではヨーヨー釣
り・輪投げ・射的、そして屋内では大人もビックリ！大画面でのマ
リオカートのゲーム大会が行われていました。子どもたちには好評
で、暑くて辛い想い出の１ページの中に楽しい時間を刻むことがで
きたと感じました。 　　　　　会員交流委員会　田中　秀忠

県大会実行委員会を振り返って
　豪雨の影響で中止となった、県大会うわじま大会ですが前日まで
の準備に関わってくれた全ての関係者の皆様、県連未来委員会、宇
和島ＹＥＧメンバーに先ずはお礼を伝えたいと思います。３年前か
ら県大会に向けて頑張ってきましたが、私の力不足の為に宇和島Ｙ
ＥＧメンバーには大変な思いをさせてしまったなと思います。県大
会は中止となりましたが、本番当日に向けて各責任者がしっかり舵
をとってメンバーを引っ張って行ってくれ、新ためて心強いＹＥＧ
メンバーだなと感じました。当日、中
止の判断をした瞬間から来賓の方々や
関係先に連絡をし、各会場の片付けを
昼前までに撤収した団結力は、流石だ
と思いました。今回の県大会は残念な
がら中止となりましたが、実行委員長
としてこのような貴重な経験をさせて
もらった事を忘れず、今後のＹＥＧ活
動に活かしていきたいです。

県大会実行委員長　井上　和也

この度の平成３０年７月豪雨による災害につきまして
被災された皆さまにお見舞い申し上げます。

青年部一同、一日も早い復興を心より願っております。

７/12㈭

８/31㈮

７/22㈰
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５月委員会アワー  OBクラブ総会・懇親会 

南予YEG合同交流会 in 伊予 こえ松割り 

たまらん会 

５/21㈪ ５/29㈫

６/２㈯ ６/３㈰

６/10㈰

　５月21日㈪地域事業委員会は、題名を『婚活イベント成功に

向けて』とし、委員会アワーをさせていただきました。前回の

婚活イベント事業の内容・流れを、亀田副会長に写真スライド

を使って説明していただいた後、各委員会に分かれ、テーブル

ディスカッションをメンバー全員で、素敵なカップルが出来る

だけ多く成立するように、開催内容（テーマ、開催会場、飲食

内容、事業対象者）を協議・発表していただきました。ご協力

いただいた皆さま、ありがとうございました。この意見を元に、

地域事業委員会で『素

敵な婚活イベント』

を開催出来るよう頑

張ります。

地域事業委員長　　

櫻井　一博

　６月２日㈯に南予ＹＥＧ合同交流会がウェルピア伊予で開催

され宇和島ＹＥＧ総勢21名で参加しました！今年の担当は伊予

YEGさん。南予４単会でお酒を酌み交わす中、鰹節早削りのア

トラクションが行われました。団体戦では惜しくも一回戦で敗

退しましたが、会長同士の個人戦ではなんと我らが松岡会長が

優勝しました！さすが手が早い（笑）。

　その後二次会が最上階の展望台で行われ綺麗な夜景を見なが

ら親睦を深め最後は次回開催担当の会長さんが挨拶し閉会にな

りました。とても楽し

い交流会ですので来

年は今年以上の人数

で参加しましょー！

運営副専務　　

木下　洋平

　今回たまらん会会長を引き継ぎました畑中です。去る６月10日、

第52回たまらん会を行う事ができました。悪天候と予報がでてい

たので心配をしていましたが、時折ポツポツと雨が降る程度でプ

レーし終える事ができたのは、参加者皆さんの日頃の行いの賜物

だと感じてます。ありがとうございます。プレー後は大雨となり

ました。さて成績はといいますと、前年３連覇された松岡会長の

牙城を崩し、宮本ＯＢ・稲葉ＯＢとプレーした松浦君が優勝され

　５月29日18時30分より、かどや弁天町店にてＯＢクラブ総会、

懇親会が開催され、松岡会長以下15名で参加してきました。

　懇親会に先立ちまして、ＯＢクラブ総会が開催され７月７日

に開催予定の愛媛県大会うわじま大会の助成金をいただく審議

を承認いただきました。改めましてＯＢクラブの存在に感謝い

たしました。ＯＢクラブの皆様と交流させていただく機会は、

総会、観桜会、観月会と幾度もあります。現役の皆様は是非と

も参加していただき、

先輩方の経験を自社

の事業に生かしていた

だきたいと思います。

直前会長　　　

高田　賢治

　６月３日にこえ松割りを三間の古川製材さんの方でさせてい

ただきました。日曜の朝早くからでしたが 、20名ほどのメンバー

に来ていただき、昼には無事に終えることができました！皆さ

んの協力が無ければ出来なかったことなのでホント感謝の一言

です。今年は大きな怪我もなく無事に楽しくこえ松割りが出来

たと思います！ホントにありがとうございました！

まつり特別委員会　石河　康司

ました。賞品のトゥルースリーパーを嬉しそうに提げて帰ってい

かれました。次回はもっと大勢で開催したいと思いますので、道

具を眠らせているメン

バーの皆さんも是非ご

参加下さい。

たまらん会 会長　　

畑中　　聡
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吉田三間商工会青年部交流会 土曜夜市出店  

７月委員会アワー 納涼夜市出店 

８月委員会アワー 

６/19㈫ ６/23㈯

７/21㈯ ８/11㈯

８/21㈫

　今年も、吉田三間商工会青年部との交流会を丸忠にて開催致

しました。松浦忍まつり頭による開会挨拶で交流会をスタート

し、美味しい焼肉を食べながら交流を深める事ができました。

うわじま牛鬼まつりでの御協力も約束頂き、誠にありがとうご

ざいました。今後とも、宇和島市の発展に向けて協力しあいな

がら貢献していきたいと思います。

地域事業委員会　浅田　恭一

　７月７日の豪雨災害によって今年のうわじま牛鬼まつりは中

止となってしまいました。もちろん宇和島ＹＥＧの祭り事業も

中止となり７月担当委員会アワーの内容を変更せざるをえなく

なってしまいました。私の気持ちとしては宇和島ＹＥＧがどの

ように祭りに携わり始め、どのような苦労をしてきたかみんな

に知ってもらいたく祭りの歴史というお題で発表をさせて頂き

ました。約20年弱さかのぼり当時を知るＯＢに話しを聞き、過

去の青風を読みあさり内容を完成させました。終わった後に知

らないことが沢山あっ

たと好評でした。来年

は歴史を胸に刻み祭り

を成功に導いてもらい

たいと思います。

まつり頭　松浦　　忍

　どうも、三瀬です。今回は復興支援事業について話させていた

だきましたが、言葉や文章で思いを伝えるのはとても難しく、もっ

ともっと伝える勉強をしていきたいと思いました。

　これからの宇和島商工会議所青年部として、今回の被災をどう

受け止めるか、また今後どの様な活動をしていかなければならな

いか、など今後も考えていきます。

　We will 「前へ がんばろう宇和島！！」

会員交流委員長　三瀬　重幸

　祭りの松明隊募集ＰＲを兼ねて宇和島商店街の夜市に出店。

子ども向けアトラクションとして射的を行いました。最初から

終わりまで長蛇の列で休む間なくフル回転。お手伝いに来てく

れた皆様のおかげで射的のお店は大盛況。子どもから大人まで

多くの人に楽しんでいただけました♪また、祭りのＰＲもしっ

かりできたと思います。

広報委員会　村井　宝史

　８月11日の納涼夜市に出店してきました。宇和島市の被災から
１ヶ月経ったんですが沢山の人がいてとてもビックリしました。
　出店はいつも通り射的を行い大繁盛！！！商品も時間内では
足らず全て無くなり早々と終わりました。
　宇和島の皆さん、復興で大変な時なのに笑顔で沢山元気を貰
いました！
　そして手伝って貰ったＹＥＧの皆さん忙しい中ありがとうご
ざいました。

まつり特別委員会　下口　翔平
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新入会員紹介

A1　デジタルコーナー㈱
A2　キャンプ
A3　情けは人のためならず
A4　人に喜ばれる仕事をする
A5　自分に出来ることをギリギリで頑張ります

A1　㈲彩・住館 クレバリーホーム南予店
A2　靴みがき、飲食店めぐり
A3　好きこそモノの上手なれ
A4　皆さんに名前と顔を覚えてもらう
A5 　宇和島の事をもっと知っていき地域に貢献
したいです

A1　カフェダイニング グラード
A2　釣り、料理
A3　人生一度きり
A4　自分の仕事（飲食）を通して地域活性
A5 　会員の皆様と共に宇和島を盛り上げてい
きたいと思います！よろしくお願いいたし
ます！
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平成30年5月25日㈮　
平成30年度西地区担当副会長激励会（熊本県人吉市）：
中川秀

平成30年5月26日㈯　
中国ブロック商工会議所青年部連合会　春の会長会議
（山口県防府市）：中川秀

平成30年6月8日㈮～9日㈯　
日本商工会議所青年部　第270回役員会（北海道帯広市）：
中川秀

平成30年7月3日㈫　
日本商工会議所青年部　全国会長会議（東京都）：中川秀

平成30年7月14日㈯　
四国ブロック商工会議所青年部連合会　第２回役員会
（高知県高知市）：中川秀

平成30年7月20日㈮
日本商工会議所青年部　第271回役員会（宮崎県宮崎市）：
中川秀

出 向 情 報（入会日順）

Q4　今、目標にしていること
Q5　入会しての意気込みを一言

Q1　会社・事業所名
Q2　趣味・特技
Q3　座右の銘・好きな言葉

質　問　事　項

お誕生おめでとう
三瀬　旭

あさ

陽
ひ

くん

平成30年９月２日生まれ
三瀬　重幸君　長男

お　慶　び


