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Habataki
会長挨拶

平成27年度 津商工会議所青年部 会長

安田 雅人

平成27年度スローガン

一期一会

人との繋がりを形に おかげさまで30年

平成27年度のYEGは設立30

しかし、ここ数年は会員の

ら れ る よ う「一 期 一 会」の 気

周年を迎えます。わたし自身、

減少傾向が続いており、せっ

持ちを大切に活動してまいり

入会してから10年目の節目の

かくの素晴らしい活動をして

ます。活動を通して人脈が得

年に会長という大役をさせて

いるのに勿体ないと感じざる

られ、一人でも多くの会員に

いただくことになりましたが、

を得ません。異業種の仲間が

関わってもらえるよう、会員

YEGでは本当に色々なことを

集い、委員会運営をするなか

拡大活動に邁進いたします。

教えていただき、多くの友を

で様々な企画運営に携わりま

得ることができました。

すが、交流を通じて絆が深め

記事
H27年度

一期一会の気持ちで
新年度のスタートを！

主な年間行事
４月例会

津商工会議所青年部

会長

安田雅人【株式会社カンキョー】

平成27年度

４月 April
・４月例会
・通常総会

10月 October
・10月例会
・津まつり

５月 May
・５月例会

11月 November
・11月例会
・全国会長研修会（まえばし会議）

６月 June
12月 December
・６月例会（設立30周年記念事業） ・12月例会

4月16日（木）4月 例 会 が 開

ろを踏むとぐっと身体が沈む。

催されました。安田新会長の

危うい。固い道を歩むことが

もと、新年度最初の例会です。

大事」と改めて教わりました。

ま ず、通 常 総 会 で は、前 年 度

懇親会では各委員会から決意

の事業報告案、そして決算案

表明が行われ、新年度の良い

が 承 認 さ れ ま し た。そ の 後、

スタートになりました。

７月 July
・７月例会（つ七夕まつり）

１月 January
・１月例会

８月 August
・８月例会

２月 February
・２月例会
・全国大会（吉備の国おかやま大会）

９月 September
３月 March
・９月例会
・３月例会（卒業式・卒業生を送る会）
・東海ブロック大会（伊賀上野大会） ・通常総会

津商工会議所岡本会頭からご
挨拶をいただき、藤沢周平の
「霜の朝」から「霜のあるとこ

写真・記事
H27年度 チーム総務委員会 委員長

津商工会議所青年部 広報
平成27年5月号
書：竹林初代会長

通年

山下謙一郎【山下会計事務所】

会議所ニュース付録

発 行 人：安田
編集担当者：山下

雅人
謙一郎

・ジュニアエコノミーカレッジin津
・津YEGチャンネル（ZTVで放送中）、他

〒514-0033 津市丸之内29-14
TEL.059-228-9141 FAX.059-228-7317

津 Y E G
http://www.tsu-yeg.com
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通常総会と卒業式
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卒業式を送る会

３月例会

津市センターパレスホール
平 成27年3月16日（月）津 市
センターパレスホールにて3月
事 業「卒 業 生 を 送 る 会」を 開
催し総勢100名を超える方にご
参加いただきました。
当日は、平成26年度卒業生
13名（3名欠席）の卒業の門出
を全員でお祝いするとともに、
歓談を通じて、現役会員同士
だけでなく、日頃お世話になっ
ている親会・ＯＢ会の先輩方と
の 親 睦 を 深 め ま し た。ま た、
引き継ぎセレモニーでは平成
27年度安田会長から中垣内会

3月16日（月）に、3月例会

ただいてきた当委員会として

長に花束を贈呈、中垣内会長

「通 常 総 会、卒 業 式」を 開 催

も、安 堵 感 で い っ ぱ い で す。

からは平成27年度安田会長に

しました。本年度は津YEGで

委員会一丸で事業を成功させ

会長法被が引き継がれ、大い

活躍していた13名というたく

ることができ、最後まで最高

に盛り上がり楽しい事業とな

さんのメンバーが卒業となり

の仲間と事業が行えて幸せで

りました。ご参加いただきま

ました。

した。

した皆さま、ありがとうござ

この例会を持って、平成26

ありがとうございました。

いました。

年度の事業もすべてが無事終
了 し、中 垣 内 会 長 の も と、事
業全体の運営に関わらせてい

写真・記事
H26年度 新風総務委員会

吉村

写真・記事
H26年度 親睦委員会

副委員長

太【hair salon un peu】

東

委員長

和宣【中部電力株式会社 三重支店】

ご卒業おめでとうございます

伊藤貴夫君

奥島要人君

岡田裕次君

河合孝浩君

新会員紹介

紀平親人君

楠

幸治君

鈴木琢也君

住谷直彦君

田邊裕也君

辻

計君

前川明彦君

橋本浩樹君

小林

久祥 hisayoshi kobayashi
株式会社小林住宅

鬼頭 真由美 mayumi kitou
ブリティッシュパブ ピゲ

〒514-0036 津市丸之内養正町 3−25

〒514-0027 津市大門 23−4

奥村

厚弥 okumura atsuya
一般財団法人 伊勢湾海洋スポーツセンター

原田

〒514-0803 津市津興字港中道北 370 番地

〒514-0031 津市北丸之内 204

山本

高広 takahiro yamamoto
ロイズガーデン

中川

敬史 keishi nakagawa
株式会社ライフ・テクノサービス

寺田

〒514-0102 津市栗真町屋町南浜 1321

〒514-0032 津市中央 4 番 19 号 LTS 中央ビル

〒514-0028 津市東丸之内 33-1

内田

阿竹

実 minoru atake
株式会社富士珈琲

古賀

〒514-0815 津市藤方 1574−5

〒514-0815 津市藤方 1606

晶子 akiko uchida

member's Lily

〒514-0027 津市大門 24−8 小島ビル 1F

朋幸 tomoyuki harada
中部設備工業株式会社

会

≪入会資格≫
★津商工会議所の会員事業所の経営者 又は その後継者 及び 会員事業所が認めた方。
★年齢満45歳以下の方。

変

更

將也 masaya terada
明治安田生命保険相互会社
祐介 yusuke koga
シダックス津藤方クラブ

新会員募集
津商工会議所青年部では毎月の例会他様々な事業を運営することを通じて、
業種・世代を超えた仲間づくりを行っています。ぜひご参加ください。

員

吉川亜紀君

お問い合わせ

059-228-9141
津商工会議所青年部 事務局 森下

