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平成２８年１１月１１日（金）は、

なっております。

ＹＥＧの日の事 業として、魅力

当日は、天候にも恵まれ、多く

ある津市の海をキレイにしてこ

のごみを回収することができま

の街をもっと好きになろうという

した。津 市の重 要な観 光 名 所

趣旨のもと、津ヨットハーバー

である海を清掃することで津市

及び御殿場海岸の清掃活動を

に貢 献 するとともに、津ＹＥＧ

おこないました。このＹＥＧの

の活 動を幅 広くＰＲすることが

日は、全国各地のＹＥＧ単会が

できました。

一 斉 に 事 業 を 開 催 する日で、
事業を通じて幅広くＹＥＧ活動
の認 知していただくことを目的
に、毎年の恒例事業としておこ

非常時を乗り越える術を学ぶ
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服部安行【（株）Y's建築】

１１月例会
平成２９年１１月１５日（火）に
１１月例会「非常時を乗り越え
る術を学ぶ」
を開催いたしました。
チームワーク委員会では１１月例
会をおこなうにあたって議案を考
えている際に、災害が起こった
時に私たちはどうなるのだろう、
自分は、家族は、自企業は，
ＹＥ
Ｇは、地域はどうなるのだろうと
いう想いが生まれました。
この地域で活動する青年経済人
である、我々津商工会議所青年
部の会員は、家族を守り、自企
業を守り、仲間を守り、地域の
復興の役目を担わなければなり
ません。
そこで１１月例会では、災害が
起こる前に危機意識を持ち、い
ざという時に備えるため、事業
継続計画「ＢＣＰ」について学
びました。
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例会の内容としては、はじめに
災害に対する問題提起をおこな
い、
ＹＥＧが 実 施している災 害
時における協力体制を周知し、
続いて事 業 継 続 計 画「ＢＣＰ」
を三重県環境保全事業団の永
木良明氏より御講義いただきま
した。
その後、グループワークにおい
て各企業の災害対策について、
会員同士が活発に意見交換を
おこないました。
本例会の時間内だけではお伝し
きれないような重要な案件では
ありましたが、参加者が本例会
を通じて危機意識を身に付けて
いただいたことで、非常時への
備えを考える良い機会となりま
した。
写真・記事
H28年度 チームワーク委員会

坂野

〒514-0033 津市丸之内29-14
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２０１６津ＹＥＧ忘年会
平 成２８年１２月１６日（金）
に１２月例会「２０１６津ＹＥＧ
忘年会」を開催いたしましたと
ころ、岡本会頭をはじめ、多く
の方々に御参加いただき誠にあ
りがとうございました。本例 会
は、業種を越えて人と人とのつ
ながりを創り上げる青年部で会
員はもとより列席者、
ＯＢ会員の
方々と共に一年間の労をねぎら
い更なる親睦を深めることを目
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１２月例会

的に開催いたしました。当日は、
タレントのくまだまさしさんとカ
ツラギのお二組を招き、お話し
をいただくとともに会場を盛り上
げていただき、年末の楽しいひ
とときを過ごしました。御 参 加
いただいた方々の御協力のもと、
大きなトラブルもなく無 事に終
えることができましたことを委員
会一同感謝しております。本当
にありがとうございました。

写真・記事
H28年度 結交流委員会

委員長

保地隆裕【保地保険事務所】

Let s 北海道いわみざわ大会！
ついて気付こう、楽しさに １月例会
平成２９年１月１６日（月）に津商
工会館１階丸之内ホールにて、１月
例会「Letʼs 北海道いわみざわ大会！
ついて気付こう、楽しさに」を開催
いたしました。本例会は、
「日本商
工会議所青年部第３６回全国大会
北海道いわみざわ大会」の内容を
伝え、一人でも多くの仲間に興味を
持ってもらい、意欲的に本大会に参
加してもらうことを目的に開催いたし

ました。例会では、今年度の開催地
である北海道岩見沢市を紹介し、過
去の全国大会の様子を振り返るとと
もに、岩見沢市の名物祭である「ふ
るさと百餅まつり」にちなみ、餅つき
をおこないました。参加者全員で杵
と臼を使って餅をつくことで海津会長
が今年度のスローガンに掲げる団結
の意識を感じることができた例会とな
りました。
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H28年度 はばたけ！委員会

委員長

別所孝晃【三重シンリョー設備（株）】

ワクワクする津の将来を創造するために
２月例会

平成２９年２月１６日（木）に２

た。その上で、提言・要望に対

問題点についてのディスカッショ

月例会「ワクワクする津の将来

する市の一般的な対応や、浜松

ンと意見発表をおこない、会員

を創造するために」を開催いた

ＹＥＧ
（政策委員会）が毎年おこ

間での課題の共有をおこないま

しました。この例会では、
ＹＥＧ

なっている浜松市への提言活動

した。この例会を通じ、津市の

の役割として「商工業の発展に

について理解を深めました。さら

活性化に向け、より一層貢献で

関する意見の具申」が大きく位

に、津商工会議所がおこなう提

きる青年経済人となるべく意識向

置づけにされており、
ＹＥＧが市

言活動について津商工会議所の

上を図ることができました。

に貢献する手段として有効的な

伊藤常務理事から御講演をいた

手段であることを再認識しまし

だいた後、身近な地域が抱える
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会員変更

新会員紹介

林口

浩久

hirohisa hayashiguti

（株）ホンダオート三重
〒514-1138
津市戸木町 5141-10

平野

真也

shinya hirano

森田

壮

tsuyoshi morita

吉村

成人

naruhito yoshimura

ネッツトヨタ三重（株）

おぼろタオル（株）

吉村工業（株）

〒514-0821
津市垂水 165

〒514-0008
津市上浜町 3 丁目 155

〒514-0821
津市垂水 629

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おこなっています。ぜひご参加ください。
≪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。

お問い合わせ

西山

大輝

hiroki nishiyama

（株）アルファー
〒514-2303
津市安濃町内多 2979

059-228-9141
津商工会議所青年部 事務局 村林

