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宇和島商工会議所／青年部広報誌

『またそのへんで！』
浜田　　学　

　卒業かぁ～。そりゃ45歳になるんだから、
ボチボチ青年は無いよなぁ。
　『地元宇和島で暮らす限りは、宇和島と人を
知らんとイカン！』そう聞いて入会したあの
日から、はや13年。13年言ったら、ピカピ

カの小学生が高校卒業して、社会に旅立つよりも長い時間！そりゃぁ
年もとるわな。
　宇和島ＹＥＧの思い出…とにかく、いろんな事をさせてもらいまし
た。
　入会当時は今よりも全体事業が少なかったから、委員会活動や研修
旅行が主でありました。
　入った年は来島大橋（しまなみ海道）視察だったかな！？パソコン
セミナーしたり、牛鬼の頭を作ったり、郷土料理コンテストをしたり
と、こじんまりと委員会単位でって事業が多かったですね。そのうち
祭りに参加し、ＹＥＧ杯を重ね、周年事業・ブロック大会と、その輪
は愛媛に止まらず、加速度的に会の活動も大きくなって行ったような
気がします。
　よく覚えてるのは、両方とも委員長という立場で向かえた四国ブ
ロック大会と20周年事業かな。ブロック大会では分科会で、地元企
業を集めビジネス交流プラザを開いたり、20周年では、６月に蛍を
飛ばせ～って言われたり！？…楽しかったですね、いい思い出です。
しかし、何よりは宇和島の顔をたくさん知る事が出来た事！ いろん
な奴等がいるもんだ、せまい街だけど、この人力はすごい！このエネ
ルギーの固まりは侮れねぇなぁって思いましたね。
　宇和島を支える青年経済人の後輩諸君、異業種の集まりである
YEG、せっかく入った会ですから、楽しく活かさなきゃぁ～損です。
やりたい事を思い切ってやれるのがYEGの良いトコロ。失敗しても
大勢の仲間達がちゃんとフォローしてくれますから！
　宇和島YEG、13年間ありがとうございました。
　それでは皆さん、またその辺でお会いしましょう！！

『YEGの思ひ出』
福本　吉巨　

　私が商工会議所青年部に入会したのは、平
成17年10月でした。
あっという間の４年半でした。
　同級生の浜田君に誘ってもらい、何も解ら
ないまま入会したのがついこの間の様です。

　入会して、今までの生活では出会うことの無い方々と知り合いにな
り、自営業者のいろいろな相談をしたり、アドバイスを頂きました。
それぞれに頑張っていることに気づき、自分の力にもなりました。

　YEGに入会して今まで、宇和島まつりに参加したことのない私はま
つりも身近になり、改めてまつりの凄さを実感しました。溺れるよう
な須賀川に入って本当に感動でした。
　松明隊の準備では、仕事の帰りにみんなで集まっていい汗を流した
のも今ではよい思い出の一つです。
　卒業する今年度は監事という大役をさせていただきました。人前で
挨拶することのない私は下手な総評で申し訳なく思っております。こ
れからもＯＢとして声をかけたり、かけられたりしたいと思いますの
でよろしくお願いします。
　みなさん、今まで本当にありがとうございました。今後のＹＥＧの
発展を心よりお祈りします。

『YEGとの出会い』
堀川　兼司　

　私が青年部に入会したのは５年前、宇和島
YEG20周年記念事業があった年でした。強
い団結力と緻密な運営をみてこんなに素晴ら
しい団体があったのだと感心したと同時に見
習って頑張らんといけんなと思いました。

　しかしながら私は３年目まであまりまじめに青年部に参加した記憶
がありません。どちらかというと、30分の遅刻、１時間の残業など
があると例会や委員会を「まっ、いいか…」とサボったこともありま
した。今年度委員長という立場を経験しましたが、遅れても、早退し
ても会に参加してくれるメンバーは本当にありがたかったです。
　そんな私に心に変化が起きたのが入会３年目の時にＹＥＧ杯協賛広
告担当をしたときです。多くのメンバーに直接会って協賛のお願いを
し、またＯＢさんを訪ねて依頼をしました。この経験から人と人は直
接顔を会わせて話をすることが交渉ごとでは大切で近道にもなると実
感しました。とかく最近では重要な用件を携帯電話やメールで済まし
がちですがそれでは相手の心の中にまでは響かないと思います。
　そして今年度で卒業だというのに企画研修委員会の委員長というと
ても有難い立場を与えていただきました。自分の思いをメンバーに伝
えて、協力しあって形に換えていくことの難しさと達成出来たときの
喜びを味わうことが出来ました。普段では出来ないような事もたくさ
ん体験させて貰いましたし、一生懸命やっていくことによって自分に
欠けているところや弱点がだんだん解ってきて、少しずつでも克服で
きたように思います。
　この経験をもとにこれからの自分の事業にも自信をもって取り組ん
でいくつもりです。
　これからはOBになり普通のおじさんになってしまいますが、我が
ホリアートはいつでも自由に来てもらえるスペースとしてお待ちして
いますので気軽に遊びに来てください。
　５年間のお付き合いありがとうございました。そしてこれからも、
末永くお付き合いの程、宜しくお願いいたします。

卒業によせて……
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　全国大会皆様お疲れ様でした！僕
は、主に物産展を担当さしてもらいま
した。 ５、６日の２日間たくさんのお
手伝いを頂き、おかげさまで満足のい
く売り上げをあげる事ができました。 
　また、中畑ＯＢを始めとするシシカ
モ出展者のご協力もあり 宇和島ブース
が一番の盛り上がりだったようです。 

　大懇親会や会場内の行事に参加できなかっ
た物産展ブースの方々には、大変申し訳なく
思いますがそれがなくても僕は、すごく楽し
めました。　最後に一言 
　　『宇和島ＹＥＧ最高！』 
　　ありがとうございました。 
全国大会準備委員長 副部会長　横井　康人

　宇和島の部会が携わった場所は
全て大成功で終わりました。 
　分科会で知り会った方々から宇
和島の全国大会参加率についてお
褒めの言葉をいただきました。 
　全て皆さんのおかげです。 
　お疲れ様でした。 

          石丸より

全国大会えひめ松山大会を終えて

　３月４、５、６、７日に愛媛県で開催されました全国
大会えひめ松山大会、無事終わりました。愛媛県連・宇
和島単会ともに一致団結して行った、一大イベントでし
た。「夢を語ろう愛ある愛媛で」というキャッチフレー
ズのもと参加者はもとより、愛媛県連みんなが笑心で素
晴らしいものができたと思っております。
　まずは、分科会ですが、笑心を持っておもてなし、と
いうことでしたが、参加者全員が楽しんでいたことは間
違いありません。宮本委員長をはじめとする地域開発委
員会の皆様、本当にありがとうございました。そして、
物産展ですが、大盛況で、売り切れが出たほどでした。
横井君をはじめとしまして、会員交流委員会の皆様お疲

れ様でした。また、
当日、人員配置等で
ご協力頂きました、
企画研修委員会の皆
様、本当にありがと
うございました。総
務委員会浜田委員
長、フォローチャー
トお手数掛けました。皆さんの力をお借りして宇和島単
会は、全国大会に参加・運営の一翼を担えました。２年
間実行委員会に出向させていただきまして、誠にありが
とうございました。今回学んだ事を、次年度以降に向け
て活かしたいと思っております。最後に沖県連会長本当
にお疲れ様でした。 （則松　健）

日本YEG諸会議 9:00～ 17:15 ひめぎんホール
（愛媛県県民文化会館）

交流ゴルフコンペ 9:30～ 17:00 道後ゴルフ倶楽部

前泊者交流会 18:30～ 20:30
（開場18:00～）

道後温泉大和屋本店

登録受付 9:00～ 18:30

ひめぎんホール
（愛媛県県民文化会館）

日本YEG諸会議 9:00～ 11:30

YEG大賞
ビジネスプランコンテスト

13:00～ 16:00

ビジネス交流会 14:00～ 16:15

会員総会 16:30～ 18:15

OBサロン 14:00～ 18:45

分科会 9:30～ 18:10 県内各会場

大懇親会開場 18:10～ 20:30
（オープニングアトラクション18:25～） ひめぎんホール

（愛媛県県民文化会館）物産展 11:00～ 20:00

登録受付 8:30～ 10:45

ひめぎんホール
（愛媛県県民文化会館）

記念式典 9:00～ 11:00

記念講演 11:10～ 12:15

記念事業
（笑心のフォトコンテスト） 12:15～ 12:30

記念事業（卒業式） 12:40～ 13:15

物産展 9:00～ 15:00

日本YEG諸会議 14:00～ 16:10

エクスカーション 13:30～ 16:00 道後温泉

エクスカーション 8:30～ 16:00 県内各会場
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えひめ松山大会タイムスケジュール日本商工会議所青年部
第29回全国大会

３月４日㈭

３月５日㈮

３月６日㈯

３月７日㈰
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　平成21年11月15（日曜）に総務委員会の浜田学委員長の、お知り
合いの普門寺さんへ自己研鑽事業として禅寺修行に稲葉会長、山口福
会長、芳谷運専、浜田委員長、松浦君、そして坂本の6名で参加してま
いりました。
　秋の静かな山寺の境内で、まずは座禅を組みました。姿勢を正し腹式
呼吸にて心を無に雑念を取り払う時間です。次に住職の、ありがたいお話
を聞く事ができました。いろいろな話を伺いましたが、自分の心に残った
話としては、「三昧」（ざんまい）になり生きる事が大事だ。」という事でした。
仕事をする時には仕事三昧になる。遊ぶ時には遊び三昧になる。挨拶す
る時には挨拶三昧になる。すなわち、自分の行いの一つ一つに「三昧」・・
（集中する事、心を入れていく事）により、一瞬一瞬を大事にし、人生の

　去る、11月21日（土）、宇和島YEG毎月恒例の例会がありました。
担当は我が総務委員会。今日、明日と吉田でYEG杯中学軟式野球大
会が行われていて、忙しい中、多数の出席をして頂きました。委員
会アワーに移り、今回は、“温故知新”の名の下、宇和島YEGの歴史
を学ぼうと５人のOB（谷本OB、堀川OB、清家OB、河野OB、三原
OB）をお招きして、当時のYEG状況や今日までの経緯を語って頂き
ました。
　その後、５つの班にそれぞれOBさんをお一人づつ交えて質問した

　5月の第１回旅プランが始まって、12月の成果発表で7ヶ月。何と
か成果発表することができました。振り返ってみればなかなか発表の
コンセプトが決まらず、難産であったように思います。このころの自
分は、宇和島YEGメンバーという難敵を前に、「この企画が受けるのか」
とか、「企画のどこまで発表するのか、どんな形にするのか」と、悩
みは尽きませんでした。プレゼンテーション作成の際にも、使い慣れ
ていないパワーポイントを用いて苦労もしましたが、いい勉強になり
ました。12/21の発表をいい形でできたこと、これらは皆、堀川委員
長はじめ、企画研修委員会メンバーの協力と助言のたまものです。本
当にありがとうございました。また何より、固い発表をちょっとした
エンターテイメントにできたのは、宮道副委員長のおかげです。本当
にお世話になりました。宇和島観光の講和も最初はどうなるかとはら

　去る、12月27日。晴天にも恵まれましてYEG恒例の大餅つき大
会が開催されました。場所は毎年、商工会議所の１Fと駐車場を使っ
ていましたが、寒さと雨が心配でした。今年はなんと、きさいやロー
ド内「恵比須市場」さんの場所をお借りして始まりました。
　木のセイロで蒸しあげたもち米に塩をまぶし、元気の良い掛け声と
ともに杵と臼とでペッタンペッタンと鳴り響く音と光景を見ていると一
年が終わるなーと思いにふけりました。餅も白だけでなく、赤や黄色、
それらを混ぜたオレンジ色などバリエーション豊富で、カマボコのすり
身を入れたお餅も作りました。商店街を歩く人に売って欲しいと何度

　11月27日、28日稲葉会長、沖県連会長はじめ6名で会長研修会
に参加してまいりました。
　エイベックス・グループ㈱松浦勝人氏の基調講演を中心にスローガ
ン通りガッツ溢れるたくさんの分科会をメンバーそれぞれ体感しまし
た。しかしながら、全国大会を控えた我々はやはりPRのほうに気が
行ってしまい、古都奈良のまちを満喫することもできずに帰ってきた
ような…。私が印象に残ったのは、最後のセミナーでYEG世代間格
差の問題点を取り上げたディスカッションを聞きました。その中で、
鈴木歴代YEG会長が「YEGにとって一番大事なのは義理と人情」と
おっしゃっていました。私も同感で、例え構成員が変わってもそれが
根幹にあると無いとでは活動を続ける気持ちが大いに違うと感じま

充実に繋げて行くといった大
変、深いお話でした。
　又お話の後、住職よりお茶
を入れてもらい雑談の中、「い
つでも声をかけて頂ければ
会員のみなさんの前にも、お
話をしにお伺いさせて頂きま
す。」といったありがたいお声
も頂く事ができました。
　久しぶりに、姿勢も心も正された気持ちになった大変、気持ちの良
い一日でした。 (総務委員会　坂本　秀男)

りの交流を持ちました。
　今も昔も変わらず宇和
島のためメンバーの交流
を深め、自己研鑽のために
YEGは存在しているんだ
なぁと感じました。
 （企画研修委員会

　森岡　敏樹）

はらしましたが、い
い内容となりました。
神尾課長、本当にあ
りがとうございます。
又、あれだけ多くの
人（YEGメンバー）が、
宇和島の魅力の一部
や観光について、少
しでも耳を傾けてく
れたことに感謝しています。これから宇和島観光に少しでも良い動き
が起こることを祈念しつつ、筆を置きたいと思います。最後に、ご静
聴ありがとうございました。 （企画研修委員会　西本　陽平）

か言われましたが、青
年部の分で一生懸命に
なっていたので売るほ
どは作れませんでした
が、来年は販売も考え
てもおもしろそうだと
感じました。
（企画研修委員会

　森岡　敏樹）

す。この点は宇和島のメンバー
は常に持ち合わせてください。
過去の個人的経験から申します
と、会長研修会は勉強の場なの
で、PRや地元の経済効果は二の
次にして、YEGの現状の問題点
や自己研鑽の場を提供できるよ
うな設営を考えるべきだと思い
ます。次回高松ではもっと有意
義な研修会であれば最高です。
  （運営専務　 芳谷　圭一） 

11/15

YEG温故知新11/21

旅プラン成果発表を終えて

YEG餅つき大会

YEG会長研修会奈良まほろば会議報告 

12/21

12/27

11/27
     28

自己研鑽事業（総務委員会）
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　2010年１月２３日に日本商工会議所青年部総務委員会のメンバーが宇
和島にこられて会議を行いました。 
　場所は馴染みの深い会議所1F会議室にて15:00～沖君を含む総務メ
ンバー９名と、オブザーバー私石丸と総務委員長吉山さんがお呼びした
熊本YEGのお二人計１２名で、えひめ松山全国大会における第57回通常
会員総会の事を打ち合わせしました。 
　19:30～海荘四季にて宇和島単会メンバー６名が参加する懇親会を行
いました。22:00より沖県連会長、山口筆頭副会長の飲めないメンバー
二人を豪華な運転手にして移動し「チャッコバー」事「ブルードルフィン」
にて芳谷運専が合流し２次会を行いました。 
　今回の総務委員会in宇和島を思うと果ては新潟県から来られた方、上
役の人ですと専務理事などが来られております。 

　２月13日（土）に委員会対抗スポーツ大会を行いました。 
　今回は初のフットサルだったのですが、予想以上の盛り上がりでした。
　前半・後半各10分の試合ですが、時間が経つにつれ、皆さんの足がう
ごかなくなり、顔色がかわったていくのがさすが！！って感じでした。
　全員が盛り上がり一つになれていたので、良い親睦につながったと思
います。

（地域開発委員会　德弘　吉則）

　１月９日ありあけに
て、６時30分より市長
はじめ沢山の来賓を向か
えYEG新年会が盛大に
開催されました。
　今回、私が入会して初
めての新年会です。（ワ
クワク）
　そしてまた、この日が
皆さんのお役に立てる初
めての日となりました。
　光栄なことに、この日の司会を仰せつかったのです。
　まあ司会の出来は、おいといて（汗）
　今回は新年会の楽しい出来事を、少しお話させていただきます。
　真面目な挨拶も終わり少し皆さんの良いが回ってきたころその人は
現れました！！！
　なんと！（ちょっとキモイ）コメットさんになったあのパン屋さん
が登場したのです。（僕的にはもっとウケルと思ったのですが）
　一瞬ひいた後何とか勢いで笑いもとれ、まず卒業される方々の紹介
の後、御三方に小さな星のプレゼントを食べていただきました。
この星わさびのテンプラでその後あわてて飲んだ水は、日本酒という
キツーイ内容でした。
　中でも、お一人はまったくお酒が飲めない方なのですが、ぐぐっと
飲み干し気持ちよくおもてなしを受けていただきました。
　またアトラクションのビンゴゲームでは、豪華景品を目指し盛り上
がり、最後の景品の時にはなんと！３人がビンゴになり最終決戦は青
年部会長と商工会会頭とのガチンコ！ジャンケンバトルで火花を飛ば
し会頭の勝利で締めくくりました。
　それからしばし歓談の後二次会の会場クラブ春へ皆さん行かれた事
と思います。
　最後になりましたが、来賓の皆様はじめ卒業生の方々また委員会の
皆様の協力があって大変スムーズに、そしてまた楽しい新年会になり
ましたことを感謝いたします。
ありがとうございました。　　　　　　　　　　以上！

　　（会員交流委員会　渡辺　大助）

　平成22年1月8日（金）、恵美須町の料亭、和日輔において開かれ
ました商工会議所女性会の新年会に来賓としてお呼ばれして参りまし
た。
　女性会中村会長の年頭のご挨拶より始まり、新津会頭のご祝辞、長
谷川副会頭の乾杯のご発声へと続き、皆様のお言葉の中からも、改め
て、新年を迎え今年も頑張ろう！という気概を覚えました。
そして、いつにも増して艶やかな和服姿のお姉さま方のオーラに少々
緊張いたしましたが、明るさと元気さに溢れた宴に圧倒され、楽しい
時間を過ごさせていただきました。
　この宇和島商工会議所の根幹を支える女性会の皆様の内に秘めた逞
しさを見習って、我々青年部も邁進していかなければならないなと思
いました。
　女性会の皆様、ありがとうございました。今後共のご親交宜しくお
願いします。
　新津会頭様、二次会費をおごっていただきまして、ありがとうござ
いました。
　この場をお借りしまして、御礼申し上げます。

（会長　稲葉　雄二）

　これも沖さんが日本YEGでの
活躍がなければ、この地の果てで
ある宇和島に足をのばさないと思
います。 
　今年度の総務委員会は今度の
ゴールデンウィークに沖縄で委員
会の打ち上げを行うそうです。 
　ゴールデンウィーク後よかった
ら沖さんに皆さんからお疲れをね
ぎらう言葉をかけてあげてください。

（地域開発委員会　石丸　敏光）

日本商工会議所青年部総務委員会in宇和島

委員会対抗スポーツ大会

女性会新年会

1/23

2/13

1/8

YEG新年会について1/9
　去る１月16日に青年部メ
ンバー７名でＯＢクラブ新年
会に参加しました。
　堀川代表幹事・稲葉会長の
挨拶の後、藤井ＯＢの乾杯で、
宴が始まりました。皆、いい
感じにお酒も入り、ＯＢの武
勇伝を聞いたりし、途中、石
橋市長の挨拶、芳谷次年度会長予定者の挨拶・メンバー紹介などあり、
杉本ＯＢの締めの挨拶後も、皆、話足りないのか、残って話に花を咲
かせていました。
　現役時に比べると、会う機会もめっきり減り、大変懐かしく有意義
な時間でした。 （会員交流委員会　一ノ宮　孝史）

ＯＢクラブ新年会1/16



ようき家

麺処　しらい

■住　　所　　宇和島市丸之内2-1-6 （市立宇和島病院前）
■営業時間　　８：00～20：00
■定　休　日　　隔週日曜日、12日

なんと創業40年と言う老舗。市立宇和島病院の
歴史を見守ってきたお店です。

（森岡　敏樹）

　「讃岐うどん」ブームの昨今、この宇和島にも自家製手打
ち麺だけを使ったお店があります。 
　「麺処　しらい」さんはあのメジャーリーガー岩村選手も
帰省時には必ず訪れる人気店！ 
　岩村選手は「みそカツ定食」 
　ご主人のオススメは「日替わり定食」「とりむすセット」
であります！ （佐々木　真作）

オススメ

ポイント

■住　　所　　宇和島市錦町４－７
■営業時間　　６：30～10：00
　　　　　　  11：30～ 20：00
■定　休　日　　日曜日

オススメ

ポイント

一押し

メニュー

オムライス
ピラフ大盛り
懐かしのお子様ランチ

麺処　河萬
■住　　所　　宇和島市新町1-1-8 
■営業時間　　4：00～ 14：00
■定　休　日　　水曜日

早い・うまい・安い♪ 
早朝より営業されているので、二日酔いの朝に
はピッタリ！

オススメ

ポイント

一押し

メニュー
うどんセット３５０円
（うどん＋おにぎり２コ＋漬物）

（秋場　芳文） 月見うどんセット400円
（月見うどん＋おにぎり２個＋漬物）
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宇和島宇和島

B級B級B級グルメ

知ってるようで

　見落としてる
？

食べたことあ
るようで

食べたことな
い？

企画研修委員会のメンバーが
巷の情報をたよりに取材してきました。
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２０，１１、５～６　　　　　　日本ＹＥＧ第１回役員会候補者会議　　　大津市　　　
２０，１２，４～５　　　　　　日本ＹＥＧ第２回役員会候補者会議　　　東京都      
２１，　１，２９～３０　　　　日本ＹＥＧ第３回役員会候補者会議　　　浜松市      
２１，　２，１７～１８　　　　日本ＹＥＧ第４回役員会候補者会議　　　浜松市      
２１，　３，１２～１３　　　　日本ＹＥＧ第５回役員会候補者会議　　　彦根市      
２１，　４，　４　　　　　　　日本ＹＥＧ臨時総務委員会　　　　　　　熊本市      
２１，　４，　７　　　　　　　西条ＹＥＧ　総会　　　　　　　　　　　西条市      
２１，　４，　８　　　　　　　全国大会正副会議　　　　　　　　　　　松山市      
２１，　４，１１　　　　　　　県連理事会　　　　　　　　　　　　　　松山市      
２１，　４，１６～１７　　　　日本ＹＥＧ第１回役員会会議　　　　　　千葉市      
２１，　４，１８～１９　　　　関東ブロック会長研修会　　　　　　　　静岡市      
２１，　４，２０　　　　　　　新居浜ＹＥＧ総会　　　　　　　　　　　新居浜市    
２１，　４，２２　　　　　　　松山ＹＥＧ総会　　　　　　　　　　　　松山市      
２１，　４，２４　　　　　　　八幡浜ＹＥＧ総会　　　　　　　　　　　八幡浜市    
２１，　５，７～８　　　　　　北海道ブロック会長研修会　　　　　　　岩見沢市    
２１，　５，１２　　　　　　　全国大会実行委員会　　　　　　　　　　松山市      
２１　　５，１４　　　　　　　四国ブロック会長研修会前泊者交流会　　高知市      
２１，　５，１５～１６　　　　四国ブロック会長研修会　　　　　　　　宿毛市      
２１，　５，２５　　　　　　　今治ＹＥＧ総会　　　　　　　　　　　　今治市      
２１，　５，２８　　　　　　　伊予ＹＥＧ総会　　　　　　　　　　　　伊予市      
２１，　５，３０～３１　　　　中国ブロック会長研修会　　　　　　　　大田市      
２１，　６，５～６　　　　　　北陸信越ブロック会長研修会　　　　　　新潟市      
２１，　６，　９　　　　　　　香川県連　総会　　　　　　　　　　　　高松市      
２１，　６，１１　　　　　　　全国大会　総務部会　　　　　　　　　　松山市      
２１，　６，１２～１３　　　　東北ブロック会長研修会　　　　　　　　須賀川市    
２１，　６，２６　　　　　　　大洲ＹＥＧ講師例会　　　　　　　　　　大洲市      
２１，　６，２７　　　　　　　県連理事会　　　　　　　　　　　　　　松山市      
２１，　７，　４　　　　　　　徳島県連県大会　　　　　　　　　　　　鳴門市      
２１，　７，５～６　　　　　　近畿ブロック会長研修会　　　　　　　　草津市      
２１，　７，１０　　　　　　　県連会長ＯＢとの懇談会　　　　　　　　松山市      
２１，　７，１４　　　　　　　全国大会臨時正副会議　　　　　　　　　松山市      
２１，　７，１６～１７　　　　日本ＹＥＧ第３回役員会　　　　　　　　松山市      
２１，　７，２４～２５　　　　日本ＹＥＧ総務臨時委員会　　　　　　　奈良市      
２１，　７，２８　　　　　　　商工三団体正副会長総会　　　　　　　　松山市      
２１，　７，３１　　　　　　　全国大会臨時正副会議　　　　　　　　　松山市      
２１，　８，２２　　　　　　　県連理事会　　　　　　　　　　　　　　松山市      
２１，　８，２８　　　　　　　日本ＹＥＧ第４回役員会　　　　　　　　千葉市      
２１，　９，４～５　　　　　　四国ブロック大会　　　　　　　　　　　宿毛市      
２１，　９，　９　　　　　　　商工会中四国ブロック大会　　　　　　　松山市      
２１，　９，１１～１３　　　　東北ブロック大会　　　　　　　　　　　仙台市      
２１，　９，１７　　　　　　　日本商工会議所　総会　　　　　　　　　東京都      
２１，　９，１８～１９　　　　北海道ブロック大会　　　　　　　　　　遠軽市      
２１，１０，２～３　　　　　　中国ブロック大会　　　　　　　　　　　大田市      
２１，１０，８～９　　　　　　日本ＹＥＧ第５回役員会　　　　　　　　千葉市
２１，１０，９～１０　　　　　関東ブロック大会　　　　　　　　　　　静岡市      
２１，１０，２３～２４　　　　東海ブロック大会　　　　　　　　　　　桑名市　
２１，１１，　８　　　　　　　日本ＹＥＧ臨時総務委員会　　　　　　　大津市　
２１，１１，１４　　　　　　　亀田ＹＥＧ５０周年事業　　　　　　　　亀田市　
２１，１１，１５　　　　　　　日本ＹＥＧ臨時総務委員会　　　　　　　亀田市
　　　　　　　　　　　　　　　総会・役員会チーム沖臨時委員会  
２１，１１，２６～２８　　　　奈良まほろば会長研修会　　　　　　　　奈良市
　　　　　　　　　　　　　　　日本ＹＥＧ第６回役員会　　　　　　　　奈良市
２１，１２，　５　　　　　　　日本ＹＥＧ臨時総務委員会　　　　　　　栃木市　
２１，１２，１９　　　　　　　県連理事会　　　　　　　　　　　　　　松山市　
２２，　１，２０　　　　　　　商工三団体研修会　　　　　　　　　　　松山市　
２２，　１，２３　　　　　　　日本ＹＥＧ臨時総務委員会ｉｎ宇和島　　宇和島市
２２，　１，２９　　　　　　　全国大会決起集会　　　　　　　　　　　松山市
２２，　２，５～６　　　　　　日本ＹＥＧ第７回役員会　　　　　　　　小田原市
２２，　２，１３　　　　　　　全国大会実行委員会　　　　　　　　　　松山市
２２，　２，２０　　　　　　　商工三団体スポーツ大会　　　　　　　　松山市　
２２，　３，３～７　　　　　　日本ＹＥＧ全国大会えひめ松山大会　　　松山市
　　　　　　　　　　　　　　　日本ＹＥＧ第８回役員会　　　　　　　　松山市　
２２，　３，２７　　　　　　　県連理事会　　　　　　　　　　　　　　宇和島市
２２，　４，　２　　　　　　　日本ＹＥＧ納会　　　　　　　　　　　　東京都
２２，　５，　８　　　　　　　日本ＹＥＧ総務委員会打上げ　　　　　　沖縄市

　平成18年度より全国大会準備委員会に出向が始まり３年間が
「あっ」と言う間に過ぎ去ってしまいました。
　平成21年度からは、日本ＹＥＧ全国大会が本県で開催される大事
な年に大役を私に任せて頂きありがとう御座いました。
　この１年間は、愛媛県連会長・日本ＹＥＧ出向理事・日本YEG総務
委員会副委員長としまして色々な経験させて貰い、また日本ＹＥＧ役
員会・ブロック会長研修会・ブロック大会で全国を飛び回らせて頂き
ました。
　春・秋のブロック大会では７ブロックずつを回らせて頂き、日本は
広いと感じたのは北海道ブロックで会長会議場所までは宇和島出発後
15時間かかり、遠軽駅は無人駅で周りには何も無くびっくりでした。
また、北海道ブロック前泊懇親会会場は山の奥地で「昨日は、牛が熊

に食べられたので夜間はホテルの外には出ないで下さい」と念押しさ
れた事はすごいと思いました。また、全国各地のＹＥＧメンバーが思
考をこらしたお持成しをして頂きました。
　私が一番出向して良かった事は、個人経営の代表者と大規模企業の
代表者がひとつの事を同じテーブル・同じ目線で討議が出来る事と全
国に同志が出来たことです。各単会で中心的な人材が多く、物事の対
応などの素早さは素晴らしいと感じました。
　私が経験したことを、９年後に大役を担う後輩の皆さんにどう伝え
て行くかが私の課題だと思っています。
　最後になりましたが、私に対しまして多大なご支援、ご協力頂きま
して誠にありがとう御座いました。

愛媛県連会長並びに日本ＹＥＧ出向理事を経験して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              平成21年度愛媛県ＹＥＧ連合会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      第22代会長　沖　　秀　和

7



8

青風 SEIFŪ Vol.91  2010. ３.21

会員交流委員会　委員長　土　居　利　広　
　
　1年間、ありがとうございました。
　こんな私でも、何とか終わりを迎えることができ、
やっと肩の荷が下りた思いです。
　今年度は、私なりにいろんな事業に出来るだけ参
加し、貴重な体験も出来ました。
　会員交流委員会メイン事業の家族会も天候に恵ま

れ、参加されたご家族の方々も楽しい1日を過ごせたと思います。ち
なみに我が家の子供達もとても満足そうでした。
　残り2年の青年部となりますが、これからもよろしくお願いいたし
ます。

地域開発委員会　委員長　宮　本　　　光　

　あっと言う間に、今年度が終わってしまいます。
最初の頃は、委員会メンバーが何人になるのだろう
か心配をしていましたが、意外と多く、また、個性
のあるメンバーが揃い、楽しい委員会になると確信
しました。しかし、委員会事業が大変なものばかり、
YEG文化祭、YEG杯、など委員会の枠を超え、全体

事業規模のものばかり、しかし、各自が責任感を持って、出来る範囲
頑張ってくれました、本当に、感謝をしております。『ありがとう』
　なにより、一番感謝をしたいのは、稲葉会長です。
　正直、自分にこれほどの大役が出来るとは思っていませでした。し
かし、稲葉会長は、『責任は俺が取ってやる』と、いつも言ってくれ、
自分の背中を押してくれました。
　本当に、頼もしい会長の下で、委員長として出来たこと大変、感謝
をしています。
　宇和島YEG　・・・・・最高！！

企画研修委員会　委員長　堀　川　兼　司　

　今年度の企画研修委員会は、これまでの広報活動
とは一味違うアプローチで宇和島YEGをアピールし
てきました。広報誌『青風』は、これまでの４ペー
ジから一気に８ページに増量。委員会メンバー自ら
実際に現場へ行って取材し撮影してくることを基本
としました。

　新入会員の職場を訪ねて、生のインタビューをして、実際に働いて
いる姿を写真に収めて紹介をしました。安くておいしい『B級グルメ』
ではワンコイン５００円で大満足できる隠れた名店をピックアップ、
自分たちも楽しみながら取材ができました。事前にアポをとって、お
昼の込む時間帯を避けて、きっちりと趣旨を説明できた時は、お店の
オーナーも快くお話をしていただけましたが、いきなりの突撃レポー
トで、取材のお願いをしても、怪しまれて断られたこともありまし
た。これは実際の仕事の交渉などにも通じることでよい勉強となりま
した。
　旅プラン事業では実際に宇和島城・寺町界隈・遊子水荷浦などを巡っ
てみて我が宇和島の素晴らしさを再発見することが出来ました。ホー
ムページでは宇和島YEGのPRをすると同時に今年度はブログを導入

し、YEG活動をタイムリーに発信することが出来ました。
　また、研修事業として禁煙セミナーも実施、保健所のおねえさんの
『健康のために有害なタバコはやめてね！』という必死の訴えにも、
一切耳を貸さず喫煙を貫くYEGメンバーの頑固さにはびっくりした
ものでした。
　委員会メンバーみんなが一貫して取材・編集・発信できたことで、
今年度のスローガン「初志貫徹」をみごとに実践できたのではないか
と思います。とても忙しかったですがたくさんの実績を残せたすばら
しい一年間となりました。
　忙しいなか記事の依頼を快く引き受けてくださったみなさん、ご協
力ありがとうございました。そして企画研修委員会のみんな、本当に
ありがとう、ごくろうさまでした。

総務委員会　委員長　浜　田　　学　

　総務委員会は浜田委員長の下、活動を開始しまし
た。
　まず、６月９日に市川ＯＢを招いてワード、エク
セルの勉強会を行いまいした。私が提案させてもらっ
た事業で祭りの資料作りに役立てることができ大変
為になりました。

　９月９日に南予地方局の八十島氏を招き、宇和島活性化の為にはど
うすればいいか食事をしながら派内話し合いました。お酒を飲みなが
らということもあり和気藹々と話しをすることができました。
　しかし内容は濃くもう一度、八十島氏を招いて第２回を開催しよう
というほど有意義なディスカッションでした。
　11月９日、二宮税理士を招き勉強会を行いました。私と同級生の
若い税理士さんで話しも分かりやすく、税理士の裏話なども聞け、楽
しい時間を過ごしました。
　11月15日祝森の普門寺に行き、住職の講話を聞いた後、座禅を行
いました。今でも覚えているのが、住職の「何事にもざんまいになれ」
という言葉です。参加したメンバーの心にも今でも深く刻まれている
と思います。
　今年１年総務の活動をさせてもらって仕事、人生に大変役に立つも
のが多く私を一回りも二回りも成長させて頂きました。
　いろんな人との出会い、その方々の助言、苦言を思い出し、噛み締
めて今後の青年活動に活かしていきたいと思います。

（松浦　忍）

 会長　稲　葉　雄　二　
　

「この一年を振り返って」
　今振り返ると、長いようで瞬く間に過ぎていった
ように感じています。
　何をさておいても会員の皆さんにまず、お礼を言
わせていただきます。一年間支えていただいて本当

にありがとうございました。本当にご苦労さまでした。
　前年度県大会を終え、今年度愛媛県連主管の未曾有の全国大会！と
通常の単会事業、委員会事業のみならず、延べ２年間にわたり共に頭
を悩ませ、汗をかいてきたことを思い出します。皆さんの苦労のかい
あって、どちらも大盛会に終えることができたと思います。第29回
全国大会えひめ松山大会におきましては、登録者数だけを取り上げて
も3969名で歴代２番目という成果で、愛媛県連、大会実行委員会の
メンバーの苦労はもとより、各ブロック、日本YEGの組織力、結束
力の強さを目の当たりにし感動することができました。
　それにも増して、当年県連会長に我が宇和島から沖秀和君を輩出し
ていることも手伝い日本全国のYEGの皆さんに懇意にしていただい
たのは、今後の宇和島YEGにとっても間違いなくプラスになってい
くことでしょう。
　また、単会事業においては和霊大祭、うわじま牛鬼祭りの走りこみ
部会運営、参加では須賀川の2.2ｍという水深に悩まされたり、第５
回宇和島YEG杯中学校軟式野球大会においてはインフルエンザの流
行による出場校の欠場に対する対応に追われたりと様々な障害を見事

に乗り越えて成果をあげました。
　つづいて、4月にオープンしました宇和島市交流拠点施設、きさい
や広場を活用した宇和島YEG文化祭、「聴いて観祭YA」では市内の
中高生達によるブラスバンド演奏会を催し秋の空に爽やかで元気な音
を轟かせました。また、企画委員会の宇和島再発見事業では市内旅プ
ラン研修、B級グルメ紹介など、普段見落としがちな地元の観光資源
を旅行者の目線から検証するなど、色々活発に行動されました。会員
交流委員会も竜串の青い海と山に囲ま　れた大自然の中での家族会！
子供達も大はしゃぎ！普段の罪ほろぼしのごとく動き回るメンバーの
姿に奥方様たちも喜んでいただけたのではないかな？と思っていま
す。
総務委員会も会の舵取りをする傍ら税理の勉強会、また普門寺での座
禅会など、どの委員会もできる限りの活動を力を合わせ、よくやった
と思います。
　宇和島最高！愛媛最高！と言える一年だったと思います。
　最後になりますが、会員のみんな、それを支えるご家族の皆様、い
つも暖かくご支援してくださる親会の皆様、OBの先輩の皆様、感謝
の気持ちは尽きませんが、今後も脈々と宇和島人の心を継承していく
ことを誓って今年度の御礼とかえさせていただきます。ありがとうご
ざいました。
　PS:自分の記事を振り返ると、いつも固く重いなと感じますので、
余分な一言！
　21世紀、平成21年度、21代会長を務めさせていただいたことに
感謝しましてニイッと笑って終わることができればいいな！と思って
います。

お
　

慶
　

び

ご結婚・お誕生おめでとう
　小西　陵太 君

お誕生おめでとう
　石丸　敏光 君
　杉本　　聡 君

平成21年11月２日生まれ　陵大くん 

平成21年12月11日生まれ　倖歌くん 

平成21年12月22日生まれ　葵空くん 

平成21年８月８日結婚 


