
Habataki

われわれ津商工会議所青年
部（津ＹＥＧ）は昨年、皆様
のおかげをもちまして設立３
０周年を迎える事が出来まし
た。現在の津ＹＥＧは前年度
会長の会員拡大が実を結び、
多くの新入会員が入会されま
した。
今年度、津ＹＥＧが「３０

４月１５日（金曜日）４月
例会が開催されました。新年
度になって始めての例会とい
う事もあり期待感と程良い緊
張感のなか通常総会がスター
トしました。御列席の方々が
見守る中、上程議案が審議さ
れ、満場一致で可決承認され
ました。その後の懇親会では
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平成２８年度スローガン

３０年からの一歩“団結の意識”
年からの一歩」を歩み出すた
めには一人ひとりが想いを一
つにし「団結」と言う事を意
識しながら積極的にＹＥＧ活
動に参加することで、必ず次
のステージへと進むことが出
来ると確信しています。
またＹＥＧ活動を通して津
ＹＥＧと会員個人の成長を促

すとともに、久居ＹＥＧとの
合併後１０年の節目を越えた
今年度、津ＹＥＧブランドを
広く発信し、新たな仲間を増
やしていきます。

４月 April
・４月例会
・通常総会

５月 May
・５月例会

６月 June
・６月例会

７月 July
・７月例会（つ七夕まつり）

８月 August
・８月例会
・家族事業

９月 September
・９月例会
・東海ブロック大会（岡崎大会）

通年 ・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

10月 October
・10月例会
・津まつり
・三重県連大会

11月 November
・11月例会
・全国会長研修会（かこがわ会議）

12月 December
・12月例会

１月 January
・１月例会

２月 February
・２月例会
・全国大会（北海道いわみざわ大会）

３月 March
・３月例会
・通常総会

各委員会による団結を意識し
た決意表明があり、皆でその
意気込みを共有できました。
津ＹＥＧの団結が更に強くな
り、新年度の良いスタートに
なりました。



卒業式　３月例会通常総会

ご卒業
おめでとう
ございます

写真・記事
H27年度 つなぐ交流委員会　委員長
木村正樹【Men’s Bar Kim】

写真・記事
H27年度 チーム総務委員会　副委員長
別所孝晃【三重シンリョー設備（株）】
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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。 津商工会議所青年部 事務局 村林

お問い合わせ 059-228-9141
新会員募集

新会員紹介

平成28年度 委員会紹介

平成28年3月16日(水)津市セ
ンターパレスホールにて３月例会
「卒業生を送る会」を開催いたし
ました。今年度は１２名の方が
卒業され、卒業証書と共に本人
がモデルとなる フィギュアを贈呈
させていただきました。そして、
卒業記念セレモニーではチアダ

池田　司哉 kazuya ikeda
有限会社イケバン
〒514-0041 津市八町 3丁目 14-7

井ノ口佳那 kana inoguchi
特定非営利活動法人どんぐりの会
〒514-0819 津市高茶屋 5丁目 2-64

小林　則夫 norio kobayashi
小林商店
〒514-2302 津市安濃町安濃 1958-1

田辺　和弘 kazuhiro tanabe
田辺設備株式会社
〒514-1114 津市久居井戸山町 817

≪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。

安保　慶子 keiko abo
有限会社ケイ・スタッフ
〒514-2221 津市高野尾町 5331

浅田紀代美君 北出典雅君 島田　猛君 田辺元幸君 田村好正君 中西志仁君 野瀬長勢君 藤田祐介君 舟橋秀樹君 南端　深君 宮田　貴君 安田篤徳君

ンスグループ『コパンドール』の
ダンスパフォーマンスで会場が大
いに盛り上がりました。また、ご
参加いただきました青年部会員・
ＯＢ会会員・ご列席の方々と親
睦を深めることができ、大変有
意義な時間を過ごす事ができま
した。
ご参加いただきました皆さま、
本当にありがとうございました。

会 員 変 更

総活運営委員会（総務）
委員長
小林　久祥 hisayoshi kobayashi
(株)小林住宅・小林久祥一級建築士設計事務所

副委員長
原田　朋幸 tomoyuki harada
中部建設工業(株)

アドバイザー
麻生　純矢 junya asao 
(株)三重ふるさと新聞

チームワーク委員会（研修）
委員長
坂野　　誠 makoto sakano
(株)ライフプラン

委員長
保地　隆裕 takahiro yasuji
保地保険事務所

委員長
服部　安行 yasuyuki hattori
(株)Ｙ’ｓ建築

委員長
青山　好一 yoshikazu aoyama
(有)青山商店荷役

委員長
別所　孝晃 takaaki bessho
三重シンリョー設備(株)

副委員長
後久　昌司 masashi gokyuu
(株)Ｉ．Ｐクラフト

アドバイザー
駒田真美子 mamiko komada
西村建設(株)

結交流委員会（交流・親睦）
副委員長
杉本　浩也 hiroya sugimoto
(有)新玉亭

アドバイザー
落合　晃司 kouji ochiai
クリーンサービス　ラスカル

響けまつり委員会（まつり）
副委員長
上村　潤次 junji uemura
(有)和合運輸

アドバイザー
池上　誉範 takanori ikegami
(有)折笠園芸

きずなビジネス委員会
（ブランド・ビジネス向上）

副委員長
太田　健二 kenji ota
(株)エムアンドエス

アドバイザー
日置　貴之 takayuki hioki
テックランド(有)

はばたけ！委員会（広報・渉外）
副委員長
山本　高広 takahiro yamamoto
ロイズガーデン

アドバイザー
澤口美智子michiko sawaguchi
三宝興業(株)

平成28年3月16日(水)に平成27
年度津商工会議所青年部3月通常
総会が開催されました。総会に先
立ち、平成28年度正副会長への
委嘱状授与式が執り行われ、その
後、通常総会では平成28年度の
事業計画書・予算案が審議され
可決承認となりました。


