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〈令和３年度スローガン〉

令和３年度YEG活動を終えて
　まずは、メンバーの皆様コロナ禍の中、１年間お疲れ様でした。
　単年度制の宇和島YEG会長職において２期目を受けるのは自分の中で葛藤もありプレッシャーもありま
したが２期目の任期を無事に終えることができ、次期の阿部会長にバトンを渡します。
　今年度を振り返ってみると、やはりコロナの影響は大きく、多くの計画していた事業が延期や中止となっ
てしまいました。
　コロナが落ち着いていた12月に行われました「ワクワク・ドキドキ・ジーン・うわじまめぐり」では、
うわじま圏域子ども観光大使の子どもたちとの交流もでき、やはりYEGができることとしてこのような事
業は大切にしたいとの思いが一層強くなりました。
　来年度は直前会長として阿部会長を陰で支えながらYEG活動を目一杯楽しんでいきたいと思います。会長　豊島　竜二

今年度、初めて委員長を務めさせて頂
き、コロナ禍が落ち着いている時期に小
学生を対象にした「ワクワク・ドキドキ・
ジーン・うわじまめぐり」事業が開催で
きた事はとても良い経験になりました。
　子供たちの楽しそうな笑顔や、感想文
まで頂き皆で力を合わせて頑張った甲斐
がありました。
　ですが10年、20年、30年後の宇和
島市の未来の為にYEGとして、個々の事

業所としてできる事は沢山あるので、宇和島市民としてこれか
らも宇和島の為に頭を使っていきたいと思います。１年間あり
がとうございました。

うわじま未来育成委員会　委員長　金谷　龍治

卒業の年に委員長という大役を仰せつ
かり、楽しい１年でした。
　こんなご時世ですので事業活動はなか
なか厳しいことになりましたが、５月の
エヌ・スタイルの委員会、９月の委員会
アワー (ポリチャンネル)、委員会メンバー
のおかげで自分なりに楽しめました。
　YEGでは３度目の委員長になるのでな
んとか資料作りにもなれました。家族会

は楽しみにして頂いた方には申し訳ありませんが、日振島も久
万スキーの下見もしっかりと行き自分なりに楽しんでしまいま
した。
　YEGを楽しんで、交流して、団体の力で何かをやりとげる。
そして楽しい飲み会が早くできる日が来るように祈っておりま
す。１年間本当にありがとうございました。

カイホウ委員会　委員長　森岡　敏樹

総務室は、総会の運営、各委員長の資
料を確認し役員会、三役会、例会がスムー
ズに進むように努めて参りました。
　デジタル化を推進し、会員手帳、各種
書類のペーパーレス化、例会案内FAX 
等のデジタル化をしていきました。 
　新型コロナウイルスの影響で通常開
催が出来なくなり、今年度進めていく予
定だったオンライン会議ソフトのZoom 
の活用を前倒しして使っていきました、

Zoomの講師を招き詳しい使い方を学べる例会を行いました。
　YEG規約・内規の変更の検討もしていき、総会で決議頂き
ました。 最後になりましたが総務室の皆さん、会員メンバー
の皆さん本当にありがとうございました。 
　この１年間で行ってきた新しい事を判断して頂き、来年度の 
YEG の会議へと反映して頂いたらと思います。

総務室　室長　井上　和也

　初めての委員長としての時間がもう少
しで終わろうとしています。
　情勢の関係で予定していた事業は次々
と中止になり行えた事業はこの青風の発
行だけとなってしまいました。
　そんな１年間でしたが資料の作り方や
会議での受け答え、他のメンバーとの普
段とは異なる形での関わり合いを通じて
勉強になったことも多くあり振り返って
みれば悪いことばかりではなく実りある

年だったと感じます。
　来年度への準備が始まるなか最後まで支えていたただいたメ
ンバーの皆さん１年間ありがとうございました。

まつり委員会　委員長　中澤　孝太

～委員長挨拶～
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2021年度　卒業生2021年度　卒業生

卒業おめでとうございます卒業おめでとうございます
❶YEG生活を終えての感想　　❷印象に残っている出来事　　❸後輩たちへのメッセージ

➊ 　大学を卒業した時、父親が倒れたため宇和島に帰って実家の仕事を手伝ってい
ました。
　 　それから３年くらいたった時、このままじゃいけないなと思い、自らYEGに入
ることを決めて入会しました。 
　 　最初の委員会は研修委員会で、１年目から東京のあきるの市で行われていた産
業祭に参加し、じゃこ天を売りに行きました。それまで、こういう経験をしたこと
がなかったので、すごく印象に残っており、これがYEGにのめり込んだ原因の１
つかなとも思います。
　 　２年目は総務室で、それまでワープロだった各書類を、ExcelやWordで作り替
えデータ化をしました。
　　それから警備隊長、各委員長、監事といろいろな経験をし18年、卒業です。

❷ 　YEG に入って一番良かったことは、やはり、仲間に出逢えたことだと思います。
　　支え合い 助け合い 思い合い、そのお陰で今の僕があるのかと思います。

❸　皆さんもこのコロナ禍の中なかなか思う事業ができず大変ですが、積極的に
YEG活動に参加し、沢山の大切な仲間に出逢ってもらえたらなと思います。 
　　18年間ありがとうございました。

➊ 　2006年４月から2022年３月まで16年間、45歳の自分の１／３も過ご
しました。
　　数字であらわして思いました。長っ。
　 　今思うと宇和島YEGに入会してなかったら、様々な人との出会いがなけ
ればどうなっていたか、とても恐ろしいです。本当にいろいろなことを勉強、
体験させてもらいました。

❷ 　楽しいことも苦しいことも様々な人と関わり共有できたこと、たまに一人
で抱えて嫌になったこと。そんな時に助けてもらえるのは、やっぱりメンバー
でした。自分の考えでは限界がすぐにくるけれども、他業種の先輩、後輩の
アイデアにどれだけ救われたか。

❸　本当に感謝しています。
　 　卒業が近くなると少しさみしい気持ちにはなりますが、またこれからも宇
和島にいる限り、皆さん遊びましょう。
　　楽しいYEG生活をありがとうございました。ｍ(._.)ｍ

➊ 　拝　啓
　 　春分の候、皆さまいかがお過ごしでしょうか。YEG生活も早いもので18
年、皆さまには沢山の思い出と大切な出逢いを頂き本当にありがとうござい
ました。

❷ これまで思い返すと「YEGってなに？」と聞かれる事がありました。そ
の時は、なんとなくしか答える事が出来ませんでした。
　 　卒業間近になり自分の時間を持てるようになったいま思うことがありま
す。それは、商売だろうが、趣味だろうが、何でも良いので自分の思想を沢
山の仲間に話し、知恵とアイデアを貰い自分の思想に向かって行くことで、
それが事業の発展につながればいいと思うようになりました。

❸　だから今なら答えられる。
　 　「YEGとは『便利な場所』入会すれば卒業まで自由に使える知恵袋です」と。
　長々なりましたが、これからも頑張ってください。本当にありがとうござ
いました。

敬具

三和エンジニアリング　杉本　聡

㈾森岡金物店　森岡　敏樹

四季　井伊　勇二
※入会当初

※入会当初
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➊ 　あっという間に卒業で何も参加できず終わってしまいました。
　　残念でしかたありません。

❷ 印象に残っているのはコロナ過の中、市役所や地方局でのテイクアウト販売と
たまらん会でのゴルフですね！
　　テイクアウト事業はまたやって頂きたいです。

❸　後輩達へのメッセージは交流が少なかった分、関わってない人が多いのですが
次に繋がっていける道をつくって下さい。

➊ 　YEGに入会して約４年半、振り返るとあっという間でした。
　　その間、コロナが流行し商売も大変でした。
　 　そういった中、YEGの仲間が心配してくれて店の方によく顔を出してくれまし
た。大変嬉しく、恩義に感じております。

❷ 家族会で、日振島　明浜に行った事。
　　最後の事業になった、ドキドキ・ワクワク・ジーン事業に参加できた事。

❸　宇和島の町も年々人口が、減少しておりますが、皆さんのバイタリティあふれ
る活動で、さらに宇和島の町を活気づけてくれる事と思っております。
　 　最後になりましたが、４年と半年の間、あまり活動に顔を出せておりませんが、
大変お世話になりました。ありがとうございました。

➊ 　仕事の都合上でほとんどの事に参加できなかったことが残念でした。

❷ コロナ禍で厳しくなった飲食業の自分達には市役所、地方局などでのお惣菜販
売をさせていただいたことが印象に残っています。

❸　まだまだ大変な時期が続くと思いますが宇和島を盛り上げてもらいたいです。

➊ 　YEGに入って10年たちましたが、コロナで事業に参加できなくて残念でしか
たがないです。

❷ 印象に残っているのは、息子と参加した家族会がとても楽しかったです。　

❸　後輩達へのメッセージは今まで以上に信頼関係を築いて一枚岩でYEGを盛り上
げてください！

肉吸い処　川ぐち　川口　崇

夢むすび　田中　武

株式会社きむら　木村　倫人

たけまる　山田　健洋
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令和４年２月５日㈯
西条YEG創立40周年記念式典：豊島、阿部、畑中、村井、沖

令和４年２月25日㈮・26日㈯
日本YEG全国大会SETOの都香川たかまつ大会：豊島、阿部、
畑中、森岡、井上和、下口、沖、井伊、辻

令和４年３月11日㈮
愛媛県商工会議所青年部連合会
第５回理事会・臨時総会：豊島、木下、伊井
第７回未来委員会：阿部、辻、木原

出 向 情 報出 向 情 報

～理事挨拶～
昨年度に引き続き今年も新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けおもうように
事業を行えず悔しさを味わうこともあり
ました。
　それでも役員を中心に何度も話し合い
を繰り返しのりこえてまいりました。
　その中で小学生を対象にしたワクワ
ク・ドキドキ・ジーン・うわじまめぐり

を12月４日に郷土を愛する心を育むことを目的としコロナ禍
を考慮した内容で開催致しました。
　事業を行うにあたり私自身も宇和島の歴史を沢山学びました。
　まさに、未来のため、郷土のために行った素晴らしい事業で
した。お疲れ様でした。
　次年度でもその経験をしっかりとうけついでまいります。

副会長　阿部　紘士

　３年連続、監事の田中です。
　コロナ禍での活動が難しく、さまざま
な予定していた事業が中止となってしま
いましたが、デジタル化も進みオンライ
ンでの例会等が可能になり、環境さえ良
ければ移動先でも出席できるようになり
ました。
　来年度の活動がどうなるか見通しが難

しいですが、しっかり準備して活動を通じてＹＥＧの結束力を
高めていきましょう。
　今年１年間ありがとうございました。来年度もよろしくお願
いします。

監事　田中　秀忠

新型コロナの影響でみなさんの仕事・私生活にも非常に大きな変化が訪れて２年を超えようとしています。
　それは数々の事業を中止せざるを得なくなったYEG活動も例外ではありません。運営専務としてメンバー同様
に非常に悔しい思いもありました。
　しかし失ったものだけでなく、web会議の確立など宇和島YEGとして得られたものあったと思います。
　来年度は本格的に"withコロナのYEG活動"を行えるようメンバー全員で頑張っていきましょう。一年間ありがと
うございました。

運営専務　木下　洋平

令和３年度も昨年の様に新型コロナに
泣かされた年となってしまった。
　時間をかけて考えた事を開催できない
事がとても悔しい。
　そんな中でも各委員長はメンバーを
引っ張り、いろんな手段を考えしんどい
時間を過ごしていた事と思います。委員
長・室長お疲れ様でした。
　来年委員長をされる皆さん大変なとき

ですが、頭に一杯汗をかいて実現可能な事業を新たにお願いし
ます。達成感を感じながらの食事ができるのを楽しみにしてい
ます。
　また誰より大変な２年を終えられる豊島会長‼本当にお疲れ
様でした。
　ＹＥＧラストイヤーを楽しく過ごせる様に自分も精進します。

副会長　畑中　聡

監事として１年間、YEG活動に携わら
せていただきました。
　思った以上に言葉が出ず総評が終わっ
た後に後悔することが度々あり監事ら
しいことを伝えることができなかったか
なぁと思いました。
　今年度は、コロナの影響もありZoom
を使った会議が多くありました。時代は
変わろうとしています。

　こんな時こそ、青年部の経験を活かして新しいことを取り入
れみんなで頑張って行こう。君たちなら出来る(^^)
　そして何より・・・
　豊島竜二会長、２年間本当にお疲れさまでした。

監事　村井　宝史


