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Habataki
「日本商工会議所青年部 第30回 東海ブロック大会 津大会」
ガッ津で進め！あふれるスピリッ津！輝く未来へレッ津ＧＯ！
10月例会

10月21日（土）に 平 成29年 度

東海3県はもとより日本各地より

10月例会を津市産業・スポーツ

多数の方々に御参加いただき、

センターで開催されました。本

津のおもてなしを存分に堪能い

例会では、「日本商工会議所青

ただけたものと思います。多くの

年部第30回東海ブロック大会津

メンバー同士の交流を通じて新

大会」を主管地青年部として成

たな絆が生まれ、また、津YEG

功させるべく、参加者全員が一

メンバーは互いに協力し大会運

致団結して大会運営をおこない

営に携わったことで、団結力や

ました。

信頼感がより強固なものとなった

当日はあいにくの天候ではありま

と確 信しております。今 後 の

したが、尾﨑大会会長、原田実

YEG活動を続けていく上での大

行委員長をはじめ、各部会のメ

きな糧となり、素晴らしい経験が

ンバー１人１人がそれぞれの職

できたと思います。ありがとうご

務を全うし、サオリーナメインア

ざいました。

リーナでの記念式典から、市内
各所での分科会、メッセウイン
グ・みえでの大懇親会まで滞り
なく運営することができました。
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海で「きずな」を深めよう！
8月27日（日）、8月例会を海洋ス
ポ ーツセンター（津ヨットハ ー
バー）で開催しました。
本例会は、津市の地域資源である
海について学ぶとともに、会員・
会員家族との親睦交流を図ること
ができました。
「人と絆」をテーマに、被災地や
市内外各地にて復興支援等を行っ
ている海 産 物 問 屋「丸 政 商 店」
代表の鯖戸様に講演いただいた

YEG祭決起大会
9月27日(金)に 津 商 工 会 館1階
丸之内ホールにて9月例会を開
催いたしました。
本例会では、直近に迫った津
まつりYEG祭に向けて会員と
元気玉協力会が思いを一つに
し、YEG祭への参加意識を高
めることができました。
各部会からのYEG祭概要説明
により、元気玉協力会も含め
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8月例会

後、迫力あるマグロの解体ショー
も披露していただき、参加者から
歓声があがるなど会場は盛り上が
りました。
その後、2班に分かれてロープワー
クとモーターボート体験をしまし
た。平成33年に開催される「とこ
わか国体」の話しを交え、普段と
は違った視点で津の海を知る事が
できました。海上でのモーターボー
ト体験では、貴重な経験に子ども

たちも目を輝かせていました。
ロープワークでは、「NPO法人
故郷を愛する会」のメンバーの方々
に海や船の話しをしていただいた
後、ロープワークを行いましたが、
複雑な結び方におとな達も苦戦し
ました。最後は参加者全員で海岸
のゴミ拾いを行いました。
猛暑の中でしたが、参加頂いた会
員や会員家族にとって夏の想い出
の1ページになったと思います。
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H28年度 きずな交流委員会

委員長

青山 好一【有限会社青山商店荷役】

9月例会
た皆様と情報共有をおこない
ました。
ま た、過 去 にYEG祭 に 出 演 さ
れた一般の方々からのコメン
ト 等 を 収 録 し たDVDの 鑑 賞、
そして津まつり実行委員会小
柴会長から激励のお言葉をい
ただき、YEG祭の歴史や意義
について感じていただけたと
思います。

最 後 に、津ＹＥＧメ ン バ ー に
よる元気玉太鼓演奏により気
持 ち を 高 め る こ と が で き、
YEG祭実行委員長の鬨の声で、
会場内全員の心がひとつにな
りました。
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H28年度 楽笑まつり委員会

長谷川

委員長

佳紀【長谷川土建】

2017年 津まつりYEG祭
10月7日（土）
、8日（日）に 津 ま

たの笑顔に逢いたくて〜」と題し、

ただきました。ステージでは、キッ

つり祭礼がおこなわれ、本年も津Ｙ

津まつりＹＥＧ祭を企画・運営させ

ズダンスやチアダンス、元気玉太

ＥＧは参画をさせていただきました。

ていただきました。毎年ご好評をい

鼓の演奏がおこなわれ、メインイベ

７日は前日までの雨天が心配されま

ただいている旭美容専門学校の皆

ントである大相撲津ＹＥＧクイズ場

したが朝から絶好の祭礼日和となり

様によるフェイスペインティング・ハ

所には友綱親方と旭日松関にもご

ました。津八幡宮の奉納太鼓に始

ンドマッサージ・ヘアアレンジ教室

登場いただき会場を笑顔でいっぱ

に加えて、本年はステージ東側に

いにしていただきました。

太鼓の市内練り歩きをさせていただ

ふわふわ遊具や、三重交通お絵か

二日間にわたる祭礼後の翌朝、郷

き、たくさんの市民の皆様に元気と

きバスを新たにスマイルエリアとして

土芸能の各団体の皆さまと会場の

笑顔をお届けし、応援を頂戴いた

設けさせていただき、こどもたちの

清掃をさせていただき、
ＹＥＧ祭は

しました。

笑顔が溢れた津ＹＥＧ祭となりまし

事故、怪我もなく無事終えることが

また、8日は津まつりフェニックス(東)

た。さらに、数多くの出店ブースや

できました。企画・運営に多大なる

会場において「Ｌｅｔ′津 ｅｎｊｏ

休憩コーナー、
リサイクルステーショ

ご協力いただきました皆様に心より

ｙ♪ Ｇｅｔ′津ｓｍｉｌｅ♪ 〜あな

ンにも沢山の市民の皆様にお越しい

感謝いたします。

まり、元気玉山車の運行、元気玉

新会員紹介

下里

幸祐

kousuke shimozato

廣

直幸

貴規【株式会社西出】

修一郎

shuichirou nakayama

有限会社ミフジ印刷

株式会社ふじや本店

〒514-1255
津市庄田町 2339-1

〒514-0051
津市納所町 47-3

津光倫会館

有限会社ＭＩＲＡＩ

津みらい学園

〒514-0045
津市一身田上津部田 1454-3

新会員募集
≪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。

平子

中山

naoyuki hiro

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。
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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

