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会長挨拶 平成２９年度

年間行事 （予定）

津商工会議所青年部 会長 尾﨑 正彦

平成２９年度スローガン
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３月例会 ２０１６津ＹＥＧ卒業式
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井ノ口 一広

きずな交流委員会

委員長
青山 好一

学ぶ心委員会

佳紀 Yoshiki Hasegawa

長谷川土建

Yoshikazu Aoyama

Yoshihide Nakade

Kazuhiro Inoguchi

LITTLE JACK LU-CY

井ノ口板金工作所

副委員長
礒川 貴太

アドバイザー
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クリーンサービスラスカル

委員長
山本 学

副委員長
小林 則夫

副委員長
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会員変更
尾﨑 亘晃 おざき のぶあき
岡三証券株式会社津支店

木村 正樹 きむら
有限会社未来開発

〒514-0032

〒514-1255

津市中央 5-20

まさき

津市庄田町 1432

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。
≪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

059-228-9141

津商工会議所青年部 事務局 中尾 前田

