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　過ごしやすい秋が過ぎると次に来るのは寒さ厳しい冬。穏やかな涼しさが、だんだんと寒さに変わり、枯葉色の秋から冬

の白さへと移りゆく例年とは違い、12月後半に入っても、20度を超える日もあり、地球温暖化を感じる年末となりました。

この青風が発行される頃には寒さも厳しくなり、例年猛威を振るうインフルエンザと人類が闘っているのかな？

　さて、今年度のYEG活動も残すところあと３ヶ月、事業も大半が終わり委員会の引き継ぎと次年度への意欲が芽生えてく

る時期となりました。みんなで成長して行くためには、個人個人が挑戦するしかない。失敗して怒られたら次また挑戦すれ

ばいい。何か目標を持ち何かの夢に向かって進んで行く。どうせするなら楽しい夢がいいね。
会長　井伊　勇二

宇和島YEG杯中学校軟式野球大会第15回

　この度、第15回YEG杯が無事に終わり、多くの方々に大変感謝を申し上げます。
　私自身、初めて委員長という事もあり、期待と不安のなか当日を迎えました。
いざ開会式が始まり、開会宣言の言葉が少し震えたのが今のことのように思い出
します。試合が始まると選手の溌剌としたプレー、保護者の方々の大きな声援を
間近で観ると、本当にYEG杯が行えて心より嬉しかったです。また、今年はスピー
ドガンコンテストを開催させて頂きこちらも大盛況に終わりました。
　「あっという間の２日間、無事に終わった。」何よりも私自身が始めに口にした
言葉かもしれません。
　また、来年度もYEG杯が行える事を願っております。
　本当にありがとうございました。

YEG杯特別委員長　兵頭　信哉

主将　大上　拓己  選手
　今回の大会で、「集中することの大切さ」を学びました。特に試合
終盤の集中力が得点や失点につながり勝敗を左右すると感じました。
この大会での経験を、四国大会出場という目標につながるよう久米中
生らしく頑張ります。

MVP　二宮　有紗  選手
　今回の大会でMVPをとることができてよかったです。でも、この
大会で見つかった課題や反省点は多かったので、それを次につなげて
いきたいです。中学校で野球ができるのはあと少しなので、悔いを残
さないようチーム全員で頑張っていきたいです。

顧問　冨岡　隼人
　緊張感のある試合が続き、チームが大きく成長した大会となりまし
た。また、球場の雰囲気、スピードガンコンテスト、決勝戦前のマイ
クパフォーマンス、校歌斉唱など野球を楽しめる機会を多く与えてい
ただき、貴重な２日間となりました。宇和島商工会議所青年部のみな
さまをはじめ、お世話になった方々へ深く御礼申し上げます。

優勝　久米中学校
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10月例会 委員会アワー 

臨時会員総会

11月例会 委員会アワー 

９月例会 観月会 

10/21㈪

12/21㈯

11/21㈭

９/21㈯

　11月例会の委員会アワーで
は会員交流委員会担当にて２名
の講師を招き、「近年のサイバー
犯罪の傾向について」と「税制
改正と福利厚生について」の２
題をテーマに講演を行いました。
前者では情報のデータ化が普及
した現代では会社のシステムセ
キュリティを強化することはも
ちろんのこと、私生活上で使用

するパソコンや携帯電話を通じての犯罪についても再認識すること
が出来たと思います。後者では今年度の税制改正について学んだほ
か、個人的には長寿の国である日本において計画的な人生設計を早
い段階でしなければならないと痛感する内容でした。

会員交流委員会　今城　翔太

　 第15回宇和島YEG杯中学
校軟式野球大会の運営を過去
の写真を使いわかりやすく説
明しました。今大会では、初
の試みである、中学球児によ
るスピードガンコンテスト。
そのリハーサルとして当会員
で球速を測ってみました。な
かなか制球が定まらない。球
が捕れないなどいろいろあり
ましたが、みんなで楽しめた
アワーだったと思います。

YEG杯特別委員会　村井　宝史

　12月21日㈯総務委員会担当の臨時会員総会が開催

されました。

  この総会は、次年度の会長を決定する選挙を行うも

ので、厳正な雰囲気の中で始まりました。選挙の結果

次年度会長は、豊島　竜二君に決定しました。豊島次

年度会長の、来年度の抱負を聞き臨時会員総会は終了

しました。

　その後、会員メンバーの丸忠さんで懇親会がありま

した。

　担当された、総務委員会の皆さんの努力のお陰で素

晴らしい総会になったと思います。

総務委員会　井上　和也

　令和元年9月21日、毎年恒例となる『観月会』を宇和島リージェントホテル屋上（芋炊きビアガーデン）にて開催しました。現役YEG35名、
YEGOB26名、総勢61名と多くの皆様にご参加いただき、厳粛な例会に続き、懇親会では、現役各委員会の事業紹介、豪華景品アトラクショ
ン等々、先輩方との希少かつ有意義な交流の場として大いに盛り上がり楽しい時間を過ごさせていただきました。現役、OBの皆様方、お忙し
い中ご参加いただきありがとうございました。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

地域防減災力向上委員長　山本　太一
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会長研修会

うわじま防災キャンプ

四国ブロック大会

たまらん会

自衛隊体験入隊事業

未来委員会交流会

10/12㈯・13㈰

９/13㈮・14㈯

10/８㈫・９㈬ 11/７㈭・８㈮・９㈯

９/29㈰

９/８㈰
　令和元年９月８日日曜日12時より森林公園ゆらぎの森にて愛媛
県YEG連合会未来委員会主催（今年度新居浜YEG担当）交流BBQ
に7人で参加しました。県内のYEGメンバーと家族同士の交流目的
にて行われました。森林公園ゆらぎの森を皆さまグーグルで検索
してみて下さい。ビックリするぐらい新居浜ICより山道を1時間以
上登り不安になりながらもどうにか到着出来ました。新居浜のメン
バーに聞くと「大変でしたね！土居ICからなら20分ですよ！」脂汗。
帰りは勿論土居ICから帰りました。ゆらぎの森はこちらで言う成川
渓谷に似たキャンプ場、レストラン、温泉とホテルなどがある公園
でした。交流会はBBQをしながら未来委員会委員長の挨拶と次年
度県大会のPR、各担会のPRタイム、家族が楽しめる様に素麺流し
とアマゴの掴み取りを楽しみました。アマゴの掴み取り?!バドミン
トンコートくらいの広さのプールが設置されていました。お分かり
だと思いますがアマゴを家族が取った後に宇和島メンバーはプール
でお約束の存在感を発揮出来ました。楽しい交流会でした。

運営副専務　中川　誠一

　９月13日、14日に行われた第36回四国ブロック大会
吉野川大会に参加しました。
　吉野川YEGは、四国ブロック大会を40名弱のメンバー
で運営されていました。
　宇和島YEGの中でも毎年話題に出てくる会員増強の話
がありますが、会員増強・人数の現状維持・少ないメンバー
でも出来るやり方等、今後の宇和島YEGについても考え
させられる事が沢山ありました。
　そして、改めて他単会のメンバーとの交流や現地の文化
に触れる事は楽しく、良い事だと感じました。

運営専務　三瀬　重幸

　９月29日に第55回たまらん
会を宇和島カントリー倶楽部で
行いました。
　最高の天候にも恵まれ、楽し
く懇親を深める事ができました。
　優勝は松岡直前、準優勝は河
野OBでした。
　メンバーの中にも新しくゴル
フを始めた方がいると聞いてい
ます。皆さん是非たまらん会に
ご参加下さい。
　自然の中で体動かすのは爽快
ですよ‼ 

副会長　畑中　　聡

　10月８日から６名で、陸上自衛
隊松山駐屯地へ１泊２日で体験入
隊してきました。
　配属されたのは「第14高射特科
隊」。隊列・行進・格闘訓練・武器
の説明・装甲車乗車、そして早朝
からの自衛隊体操。
　過酷な訓練で心身ともに鍛え直
してもらいました。

　ただ、駐屯地での食事が予想以上においしく、教官がやさしかっ
たので入隊した時より体重が増えてしまった…

直前会長　松岡　浩二

　11月７日～ 9日の３日
間、 長野県長野市にて開催さ
れた第37回全国会長研修会
『信濃の國ながの会議』に参
加してきました。
　東京より新幹線で約3時
間、軽井沢の別荘を横目に

壮大な北アルプスの麓を走り抜け長野の地に到着。ホームに降りた
第一声は「寒っ！」やはり愛媛は暖かい。2月並みの寒さを感じな
がら式典、研修会、大懇親会に参加し沢山学ばせて頂きました。
　来年度は『豊後の國 府内おおいた塾』大分県で開催されます。
会長研修会は本当に楽しい場所、ぜひ楽しんでください。

会長　井伊　勇二

　10月13日に宇和島市立三間中学校
にて宇和島市PTA連合会主催の「う
わじま子ども防災」キャンプに共催団
体として参加して来ました。 　 　 
　PTA・市教育委員会・市危機管理課・
自衛隊・防災士会等などの数多くの共
催団体との連携運営を通じて団体同士
の繋がりができ。宇和島市の各種団体

の連携強化・地域の防減災力の向上になったと考えます。
　また、子ども達への防災教育を通して、我々も再度、防災につい
て考える機会を得られ、大変有意義な事業だったと思います。

地域防減災力向上委員会　浅田　恭一
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Yランドリーグ

三間中山池イルミネーション

西条YEG交流会 もちつき

11/16㈯

11/17㈰

11/28㈭ 12/15㈰

　令和元年11月16日㈯香川県坂出市にてYランドリーグソフ

トボール大会が開催されました。兵頭信哉キャプテンのもと、

当部も優勝を狙うべく万全の布陣で臨んできました。

　初戦の岡山YEG戦、期待の新人会員奥田の超ボテボテのセ

カンドゴロで幕を開けた本大会。頼みの大エース井伊会長も

初回から８失点の大炎上。初戦の初回にして早くも優勝は厳

しいものとなり、最終的には２勝２敗の11位という結果でし

た。来年はみんなで練習して試合に臨みます。

広報委員会　奥田　大輔

　11月17日日曜日に三間の中山公園で、毎年恒例のイルミ
ネーションの取り付けがあり、青年部メンバー11名で取り付
けにいってきました！吉田三間商工会の皆さんを中心に中高
生たちも取り付けに来ていて、みんなイルミネーションを綺
麗に輝かせようと脚立など使い頑張って付けていました！そ
の中でも輝いていたのが、青年部メンバーの松岡浩二君です！
脚立も使わずスイスイと木を登ってイルミネーションつけて
いました！さすが鶴島小学校の木登り『チャンピオン』をと
るだけの事はあるなーと思いました！来年は皆さんも是非参
加してみてはどうでしょうか！？チャンピオンに逢えるかも
しれませんよ！ 

まつり頭　石河　康司

令和元年９月６日㈮
愛媛県商工会議所青年部連合会　第3回理事会・臨時総会：井伊、中川誠、高田、中川秀、伊井
愛媛県商工会議所青年部連合会　第3回未来委員会：井上功、兵頭信
令和元年９月14日㈯
第36回四国ブロック大会吉野川大会（徳島県吉野川市）：井伊、松岡、豊島、畑中、三瀬、中川秀、
阿部、伊井

令和元年11月７日㈭～９日㈯
第37回全国会長研修会信濃の國ながの会議（長野県長野市）：井伊、伊井
令和元年12月13日㈮
愛媛県商工会議所青年部連合会　第４回理事会・臨時総会：中川誠、高田、中川秀、伊井
愛媛県商工会議所青年部連合会　第４回未来委員会：下口、兵頭信
令和２年１月10日㈮
愛媛県商工会議所青年部連合会　新旧合同三役会：松岡、高田、中川秀

出 向 情 報

　11月28日西条YEG交流
会に行ってきました。
  西条YEGとは去年宇和島
に来てもらったり西日本豪
雨災害の話しを行ったりと
とても仲の良い単会です。
 交流会でも最高のおもてな
しを受けとても楽しい交流
会を行う事が出来ました。
　また西条に行く事があれ
ばみなさん行きましょう。
　そして西条YEGのみなさ
ん本当にありがとうござい
ました！

運営副専務　下口　翔平

　肌寒い季節になりましたが、本年も
毎年恒例となりました、餅つき事業を
住吉公民館にて行いました。
　昨年はもち米20キロで行いましたが
本年は30キロに増やして行いました。
　天気も良く、風も強くない日でしたの
で公民館外にて会員の子どもたちやご
家族、会員の方々と作業を行いました。
　子どもたちのために用意していたビ
ンゴ大会も大盛況でした。
　次回はさらに新たな参加者を募って
餅つき事業が行えればと思います。　
　餅つき事業を通してさらに会員間の
交流の輪を広げていければと思います。

総務委員会　島村　倖永

新入会員  New face
㈲アンテナ　HIGH・NUMBERS（ハイ・ナンバース） 山村　一徳
　この度YEGに入会させて頂きました㈲アンテナで美容室HIGH・NUMBERS店長兼スタイリストをしています
山村一徳です。
　経験豊富な先輩方との出会いにより、今後のサロン営業や、プライベート共々に刺激を受け、YEG活動をとお
して、楽しく成長していきたく思います。解らない事ばかりで、ご迷惑をおかけすると思いますが、ご指導ご鞭
撻宜しくお願い致します。

★★★ ★★★


