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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

　いよいよ27年度が動き始めた。不安と期待の中総会を迎えた訳だが、結局のところ、自分自身が緊張して

不安を持っていただけで、役員全員が目を輝かせ挨拶しているのを見て、不安を感じている自分が恥ずかし

く思えた。

　メンバーが今から頑張ろうとしているのに、会長が弱気になっちゃいかん！

　そう自分に言い聞かせた。各委員会が動き始め、事業が次々に動き始め、準備の段階で色々な事を考えて

いたが、いざ動き始めてみれば、考えるより先ず行動『やるしかない!!!』の

である。

　やってみなけりゃわからない！やらなければ変わらない。立ち止まれば追

い抜かれ、気が付きゃ時代に取り残されるのだ。

　前向きな意見をぶつけ合い、結果自分たちが楽しく思える事が大切だ。

　他人の評価に浮かれずにしっかり前を見て、27年度を突っ走ろう！

会長　井　上　恭　雅

中畑　仁志
（会員交流）

岡原　文彰
（総　　務）

Ａ１　～食の幸～ひだまり　居酒屋

Ａ２　音楽・ドラム

Ａ３ 　～食が人を造る～

Ａ４ 　自分の店を長く続ける事

Ａ５  　何も分かりませんが、がんばります。

Ａ１　㈱フジ・トラベル・サービス　旅行業

Ａ２　スポーツをすること、観ること。

Ａ３ 　明日は明日の風が吹く。

Ａ４ 　器量の大きい人間になること。

Ａ５  　宇和島の文化、経済に貢献できるよう
がんばります！

Ａ１　一若建設㈱　土木建築業

Ａ２　野球

Ａ３ 　一生懸命

Ａ４ 　資格取得

Ａ５  　がんばります。

Ａ１　㈱近藤公久商店　水産卸業

Ａ２　映画鑑賞

Ａ３ 　前へ‼

Ａ４ 　消滅可能性都市からの脱出

Ａ５  　全力を尽くします‼

Ｑ１　会社名・事業内容
Ｑ２　趣味・好きなこと
Ｑ３　座右の銘・好きな言葉
Ｑ４ 　夢・目標にしていること
Ｑ５ 　ＹＥＧに入会しての意気込みを一言

質問
事項

新入・交代会員紹介

元籔　陽平
（総　　務）

井坂僚太郎
（広　　報）

～こんにちは、会長です～
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委員長一言
　平成27年度会員交流委員会は前期後期の総会後懇親会、
６月に開催予定のスポーツ交流事業、そして３月の卒業式
が担当する主な事業となっております。また、30周年記念
式典では大懇親会の担当をさせていただきます。
　会員交流委員会とは書いて名の通り会員同士の交流を設

　こんにちは！超高齢社会対策委員会委員長の今城です。

当委員会のテーマ「超高齢社会対策」という事ですが、宇

和島市の高齢者の人口は全体の１／３以上を占めていま

す。そんな超高齢社会の宇和島で、経営するためのヒント

　この度、広報委員長になりました村井です。４月までフェ
イスブックでアップをしたことなかった私ですが、今では
毎日フェイスブック見るようになりました。今年度は積極
的にフェイスブックを活用し、青年部の活動及び事業の情
報を内外に対し発信することで多くの方に知っていただく
ことを目指します。新人からベテランまで会員さんが頑張っ
ているところをアップし個人としても周知出来たらと考え

　宇和島再発見委員会は、　宇和島の楽しい場所、物、人
を改めて再発見し、体験してＹＥＧメンバーとその家族に
素晴らしいところを還元する事を目的としています。委員
会メンバーを中心として、様々な事を自ら体験し、素晴ら
しさを多くの人と共有できる委員会となることを目標に一

　今年度、向上委員長を務めることになりました。向上委
員会は、去年の研修委員会の事業を引き継ぎ、ＹＥＧ会員
資質の向上、人材育成、企業力強化を目的とした事業を行っ
ていきます。何よりも今年は、宇和島ＹＥＧ30周年記念事
業のある年です。いろいろ大変なこともあるとは思います

　総務委員会からのアンケートのご協力ありがとうござい

ました。皆さんからのいただいたたくさんのご意見を今後

の宇和島ＹＥＧの為に参考にさせていただきます。未来の

宇和島ＹＥＧの為に、今後のＹＥＧ活動の為にも、会員拡

　いよいよ祭りが近づいてまいりました。みなさんには安

全で気軽に、そして笑顔で参加していただける様、委員会

メンバー頑張っておりますのでご協力のほどよろしくお願

　今回で11回を迎える、平成27年度宇和島ＹＥＧ杯中学校
軟式野球大会。
　前回の10回大会は、メモリアル大会として、今までの大
会とは違い、色んなことに挑戦をして、大成功でした。
　参加校の選手達はもとより、親御さんからも感謝の声を
頂き、今年も大会を開催することとなりました。

　宇和島商工会議所青年部、30歳おめでとう。とっても多
くの人に可愛がられ、スクスクと育てて頂きましたね。多
くの方が愛着を持っていることでしょう。卒業されたＯＢ
の方々にも未だに可愛がってもらえ羨ましい限りです。そ
んな青年部のお誕生会を私豊田がメンバー一丸となってお
祝いたします。
　９月19日は感謝で溢れる式典、僕たちらしいおもてなし
の懇親会。翌20日は青山繁晴氏よる記念講演会、市民に感

　宇和島のビリケン風であります運営専務の中川誠一で
す。
　30歳を迎える宇和島商工会議所青年部は、誕生前から今
日まで多くの青年部メンバーに逞しくまた立派に育てられ
てきました。

けていく委員会だと思います。皆さんに楽しんでいただき、そして委
員会メンバー自身も楽しんでいけるような委員会活動を心がけたいと
思っております。

会員交流委員長　中川　立治

や知識の獲得に加え、日頃の健康管理に気を配れるような事業活動を

していきたいと思います。１年間よろしくお願いします。

超高齢社会対策委員長　今城　翔太

ています。ＹＥＧ事業の宣伝・報告は随時更新していきますのでフェイ
スブックで閲覧した方は、「いいね」・「シェア」をお願いします。また、ホー
ムページでも閲覧できます（「宇和島ＹＥＧ」で検索）。宇和島ＹＥＧを
広めると共に「自分らしさ」も入れて頑張っていきますので、みなさま
ご指導とご協力のほどよろしくお願いします。
　「伝え方・情報発信の勉強と思って広報委員会、１年間 がんばってい
きまっしょい」 広報委員長　村井　宝史

年間、活動していきたいです。何事にも挑戦し、失敗したら、次に繋
がるように努力していきます。

宇和島再発見委員長　高田　賢治

が、頑張っていきたいと思います。二度目の委員長、精一杯がんばり
ますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

向上委員長　西本　陽平

大にもご尽力いただければと思っています。例会にもぜひご参加くだ

さい。まずは30周年記念事業、皆さん、共にやったりましょう。

総務委員長　中川　秀樹

いいたします。楽しく祭りに参加し楽しく打ち上げしましょー。

まつり特別委員長　木下　洋平

　今年は、数多くのお客さんにも観戦して頂きたく、今年の委員会でも、
いろいろな意見を出し合いながら、メンバーが一丸となって、今大会
を盛り上げていく所存でございます。
　今年度、第11回宇和島ＹＥＧ杯中学校軟式野球大会、宜しくお願い
します。

ＹＥＧ杯特別委員長　窪内　大樹

謝をこめてのガイナ～めしグランプリを宇和島総合体育館にて開催い
たします。
　実行委員会も少しづつ軌道に乗りはじめ各担当者の顔つきも凛々し
くなっております。宇和島ＹＥＧの持てうるすべての力を投入し必ず
歴史に残る記念事業にいたします。フェイスブックで随時情報をアッ
プしておりますので歴史に残る動向にご注目いただけたら幸いです。
　さぁ、青年部諸君、最高の30周年記念事業にしようぜ‼

創立30周年記念事業実行委員長　豊田　敬史

　この節目の年に今後益々の発展と不老不死の青年部を目標に、井上
恭雅会長を初めとする68名のメンバーと伴に考える事よりまず行動を
やるしかないです！これからも宜しくお願い致します。

運営専務　中川　誠一

◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇
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ＹＥＧ農園

県連理事会

南予ＹＥＧ合同交流会in大洲

通常総会・新入会員歓迎会

　宇和島再発見委員会は、今年度の家族会を担当しています。家族会
は家族のために開催します。
　今年度、家族会で使用する野菜を（ジャガイモ、玉葱、人参、スイ
カなど）会員自らの力で栽培し、維持、管理し団結と交流をはかり、
なにより物作りの喜びと苦労、感謝の気持ちを共有すしたいと計画し
ています。
　写真は４月５日の畑作り、苗の植え付けです。５月末日、ジャガイ
モが順調に成長し、花を咲かせています。
　出来るだけＹＥＧメンバーの皆様の都合を考慮し、収穫の喜びを共
有できるように計画中です。

 （宇和島再発見委員長　高田　賢治）

　第１回県連理事会定時総会は、松山ワシントンホテルにて行われ、

井上会長、﨑須賀事務局と３名で参加して参りました。県連会長の武

内会長をはじめＹＥＧとして志のある皆さんとたいへん有意義な交流

ができたことと思っています。平成30年には愛媛県大会宇和島大会が

開催されるにあたり、今から準備していくことが何なのか感じられま

した。たいへん良い経験をさせていただき感謝いたします。

　井上会長、また連れて行って下さい。よろしくお願いします。

 （総務委員長　中川　秀樹）

　４月17日に大洲市にて南予合同交流会が行われ参加してきました。
　南予の商工会議所青年部、伊予・大洲・八幡浜・宇和島の４市の約
60名が集まり交流となりました。
　１次会は料苑たる井にてあり、各青年部代表や県連会長の挨拶後、
美味しい料理やお酒を飲みました。
　また、名刺交換をしてその交換した名刺を使ったビンゴゲームや、
６月６日の県大会のＰＲや宇和島商工会議所青年部の30周年のＰＲな
どがありました。
　２次会は大洲の青年部所属の方のクラブリンクにてあり、各４市の
青年部会長のカラオケ点数対決をするなど、すごく大洲を楽しんでき

　さる４月21日、平成27年度のスタートとなる通常会員総会が開催さ
れました。
　紋付袴姿も凛々しい井上会長をはじめ各委員長の意気込みも素晴ら
しく進行もスムーズで大変立派な総会だったのではないでしょうか。
　その後の懇親会でも伊予ＹＥＧさんの県大会のＰＲ、30周年のＰＲ
と「色んな意味で」中身の濃い懇親会だったと思います。
　何はともあれ、27年度のスタートにあたり、そして30周年記念式典
に向けて良いスタートが切れたのではないでしょうか。

 （会員交流委員長　中川　立治）

ました。
　色々な方とお話ができ、今後こ
の交流などを仕事や青年部の活動
にいかしていきたいです。

 （広報委員会　藤田　太陽）

４/５㈰

４/10㈮

４/17㈮

４/21㈫

左 八幡浜の兵頭会長　右 四国中央の篠原会長と（同級生）

5月委員会アワー
　５月の委員会アワーでは超高齢社会対策委員会にて、宇和島徳洲会
病院の院長、池田佳広先生を招き、「地域医療と商業の連携　～宇和
島モデル～」をテーマに、医療から見た宇和島の問題点や今後の課題
を講演して頂きました。また、昨年９月から宇和島徳洲会病院の院長
に就任されて、具体的にどのような活動をしてきたか、経営者目線に
立って話して頂きました。病院として「宇和島モデル」の構築を目指
して、ＹＥＧの活動にも協力して頂ける（？）ようなので、今回の講
演が双方の良い関係を築くためのきっかけとなれば幸いです。

（超高齢社会対策委員長　今城　翔太）

５/21㈭
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平成27年度第１回たまらん会

県大会in伊予

例会・委員会アンケート調査について

　５月24日㈰平成27年度第１回たまらん会が宇和島カントリー倶楽部
にて開催されました。
　心配していた雨も降らず、伊予ＹＥＧ、松山ＹＥＧからも参加頂き
総勢28名で和気藹々とゴルフを楽しみました。
　今年から門田君が入会して頂き、もっとメンバーが増えることを
祈っていますので興味ある方はお願いします。
　プレー内容は中村直前会長が14番ショートホールでホールインワン
を達成してしまいました。
　優勝は岩村くんでムキムキの体をさらに鍛えるべく優勝商品のワン
ダーコアをゲットしていきました（笑）
　今年度あと２回開催予定してますので皆様どんどん参加してくださ
い。

 （超高齢社会対策委員会　松浦　　忍）

　第33回ＹＥＧ愛媛県大会伊予大会が伊予市中山町で開催されまし

た。式典・講演後の分科会では、そば打ち体験・地引き網体験・ピザ

焼き体験・自衛隊による展示と４種あり宇和島メンバーは個々で体験

してみたい場所に移りました。そば打ち・地引き網・ピザ体験は想像

以上の力仕事でみんな必死でした。それぞれの分科会で作った食べ物

は大懇親会で食べる事が出来ました。またアトラクションもあり、他

単会の交流と共に楽しく過ごせました。

 （広報委員会　沖　　良彦）

　４月に総務委員会よりお願いさせていただきました『例会・委員会
アンケート調査』につきまして、大変多くの皆さんにご回答いただき
まして、誠にありがとうございました。
　いただいた皆さんの声は必ずや今後のＹＥＧ活動に活かされ、指針
となるに違いありません。当委員会といたしましてもやって良かった
と思える、有意義な活動であったと自負しております。ご協力いただ
き、本当にありがとうございました。
※ なお、調査結果については閲覧することができます。事務局に一部
預けていますので、希望される方は事務局まで連絡してください（但
し、持ち出し厳禁です）

（総務委員会　藤野　紀行）

５/24㈰

６/６㈯

平成27年度総務委員会作成 例会・委員会アンケート調査結果について 
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平成２７年度 総務委員会 

委員長 中川 秀樹 

お誕生おめでとう
豊田　佳

か

恋
れん

ちゃん

平成27年４月８日生まれ
豊田　佳秀君　長女

お　慶　び

お誕生おめでとう
田中　彩

さ

瑛
え

ちゃん

平成27年５月15日生まれ
田中　節祥君　長女

ＯＢクラブ総会
　５月27日水曜日、かどや弁天町店にてＯＢクラブの総会並びに懇親
会に井上会長以下青年部14名にて参加しました。
　今年度より松浦洋先輩が新しく代表幹事となられました。二宮先輩
（前代表幹事）、大変お疲れ様でした！松浦先輩宜しくお願いします！
　総会では、宇和島商工会議所青年部創立30周年記念事業に全員登録
を頂く事が承認され、例年のまつり、ＹＥＧ杯の補助と合わせ、毎年
ながらＯＢクラブの皆様には、大変有難く思っております。ありがと
うございます！松浦代表幹事の温かく心強い支援の挨拶のおかげもあ
り、井上会長はじめ今年度役員14名、楽しく交流を深める事ができま
した。
　総勢55名！だんだん参加者も増えております。来年も皆んなで参加
しましょう。 （直前会長　中村　匡史）

５/27㈬


