
Habataki

津商工会議所青年部 広報 津 Y E G
http://www.tsu-yeg.com

書：竹林初代会長

発　行　人：尾﨑　正彦       
編集担当者：長谷川　明宏        

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

平成30年5月号　会議所ニュース付録

Tsu Young Entrepreneurs Group Public Information Vol.125

我々津ＹＥＧは、３３年目を迎
えます。その間、地域の商工業の
発展の一助となるべく、自らを研
鑽する為の研修や、地域の活性に
役立つ事業をおこなってきました。
今では、津ＹＥＧは地域に無くて
はならない存在です。
これは、先輩方から受け継いだ
知識や伝統を守り、それを基に更
なる発展を目指した結果です。 
しかし、その間我々を取り巻く
環境は様々な変化がありました。
最近の変化のはやい時代に、受
け継いだ知識や伝統を守り、それ
を基にした発展を目指すだけでは、
商工業の発展や地域の活性の一
助なることは難しいと考え、昨年
度は事業の検証をおこないました。
その検証結果を踏まえて時代に
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平成３０年度スローガン

～輝く未来へレッ津ＧＯ！～
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“ＹＥＧ活動で「得」をしよう！”

即したＹＥＧ活動をおこない、更
に未来（次代）への架け橋となる
ような事業を展開していきます。 そ
のためには、自らを研鑽する為の
研修事業の充実を図り青年経済
人としての資質の向上や、自企業
の発展が必要です。研修から様々
なものを得て、我々の手で輝く未
来への礎をつくる。それが、津Ｙ
ＥＧの発展は基より、郷土「津」
の発展の一助となります。 
しかしながら、我 は々先輩方か
ら引き継いだ伝統ある津ＹＥＧで
あることを忘れてはいけません。
基礎の礎は「津ＹＥＧ」であるこ
とを忘れず、輝く未来の創造に向
かって歩を進めましょう。 
また、今年度は第７回三重県連
大会津大会が開催されます。昨

年の東海ブロック大会津大会の主
管をさせていただいた経験を基に、
東海ブロック大会に全力で協力い
ただいた三重県連ＹＥＧのメン
バーにも「得」していただける大
会を目指します。 
ＹＥＧ活動は、参加しないと「得

る」ものがありません。参加するこ
とにより、自らを研鑽することがで
き、新たな出会いや繋がりを築く
ことができ、様々なものを「得る」
ことができます。
是非、ＹＥＧ活動に参加して

「得」をしてください。そして、会
員全員で、互いに「得」をする事
業を展開していきましょう。 

写真・記事
H３０年度 熱津総務委員会　委員長
平野真也 【ネッツトヨタ三重株式会社】

４月１６日（月）に商工会館５
階大会議室にて、４月例会「通常
総会　～ＹＥＧ活動で得をしよう！
～」を開催しました。本例会は、
通常総会において平成29年度の
事業報告及び収支決算の審議を
行なったほか、その後の懇親会も
含めて、会員が津ＹＥＧの中での
それぞれの繋がりを確認して、１
年間のＹＥＧ活動に積極的に参加
してもらい、得をしてもらうことを
目的として企画・運営をいたしま
した。
津ＹＥＧメンバー６３名の参加

と、列席者として津商工会議所小
柴副会頭、女性会加瀬会長、青
年部ＯＢ会岡林代表幹事、葛西
専務理事、伊藤常務理事、塚澤
理事兼事務局長にも御列席賜りま
した。
通常総会では、満場一致で可
決承認いただき、平成３０年度の
津ＹＥＧのスタートに花を添えるこ
とができました。御列席者からの
ご挨拶では、我々の背中を押して
いただくお言葉を頂戴し、メンバー
全員が身の引き締まる思いでした。
また、懇親会では各委員会から、

年間行事（予定）

通常総会～ＹＥＧ活動で得をしよう！4月例会
平成30年度の委員会決意表明と
津への熱い想いが披露されまし
た。各委員会の趣向を凝らした決
意表明により、委員会内の結束強
化と、御列席者や他委員会メン
バーに対して想いを伝える事がで
き、各 の々繋がりを確認してもらい、
平成30年度の津ＹＥＧの各活動に
積極的に参加してもらえる４月例
会になったと思います。
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津商工会議所青年部 事務局 中尾 前田

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。

お問い合わせ 059-228-9141
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。

平成29年度卒業生

会員変更

平成30年度 委員会紹介

飯田　渉文
Takafumi Iida
プルミエール
〒514-0027 津市大門18-21山幸フェニックスビル２Ｆ

井ノ口　博規
Hiroki Inoguchi
(株)萬寿園
〒514-2221 津市高野尾町1610

齋藤　誠子
Satoko Saitou
Cony's Café
〒514-0028 津市東丸之内29-2 第2郡上ビル

福島　大輔
Daisuke Fukushima
福島商店
〒514-0102 津市栗真町屋町828

鳴島　弘之
Hiroyuki Narushima
東京海上日動火災保険㈱
〒514-0028 津市東丸之内33-1 津フェニックスビル9F

山本学君山本尚美君安田雅人君古田絵里君森田浩司君宮上貴臣君中井裕史君杉本浩也君下重明君小林則夫君後久昌司君加藤敦君岡雅弘君上村潤次君井ノ口一広君

熱津総務委員会
委員長
平野　真也 Shinya Hirano
ネッツトヨタ三重株式会社

副委員長
澤口　美智子 Michiko Sawaguchi
三宝興業株式会社

アドバイザー
吉本　将人 Masato Yoshimoto
岡写真館

共育委員会
委員長
太田　健二 Kenji Oota
株式会社エムアンドエス

委員長
長谷川　明宏 Akihiro Hasegawa
株式会社長谷川建築積算

委員長
礒川　貴太 Takahiro Isokawa
中部化成工業株式会社

委員長
沼田　周丈 Kanetake Numata
有限会社三重伸明

委員長
西澤　圭 Kei Nishizawa
有限会社辻本組

副委員長
池田　司哉 Kazuya Ikeda　
有限会社イケバン

アドバイザー
麻生　純矢 Junya Asao
株式会社三重ふるさと新聞

つなぐ懸け橋委員会
副委員長
金峰　知彦 Tomohiko Kanemine
Darts & Dinning Bar FIX

アドバイザー
中出　佳秀 Yoshihide Nakade
LITTLE JACK LU-CY

時代つなぐまつり委員会
副委員長
落合　晃司 Kouji Ochiai
LITTLE JACK LU-CY

アドバイザー
長谷川　佳紀 Yoshiki Hasegawa
長谷川土建

ＴＨＥ親睦交流委員会
副委員長
下里　幸祐 Kousuke Simozato
有限会社ミフジ印刷

アドバイザー
吉村　太  Futoshi Yoshimur
Hair salon un peu

地域活性向上委員会
副委員長
林口　浩久 Hirohisa Hayashiguchi
株式会社ホンダオート三重

アドバイザー
青山　好一 Yoshikazu Aoyama
有限会社青山商店荷役

写真・記事
H２９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】

3月20日（火）、津都ホテル「伊
勢の間」にて、3月例会「きずな
を深める卒業式」を開催しました。
本例会は、卒業生を祝福し、こ

れまで培ってきた「きずな」を深
める目的で企画・実施しました。
卒業生一同、袴姿での登場には、
驚きと普段あまり見ない凛 し々い
姿に感動しました。尾﨑会長から、
卒業生1人1人に感謝の気持ちや
思い出を語りながら卒業証書が授
与され、卒業生の方からはＹＥＧ
活動の想い出や、現役会員にエー

ルをいただきました。現役会員は
卒業生の言葉に刺激を受け、時に
感涙し、津ＹＥＧの今後の活動へ
の意欲が高まりました。また、卒
業生のスピーチに合わせて、卒業
生の職業紹介もおこないました。
卒業式後に懇親会を開催し、
卒業生へのお祝いとこれまでの感
謝の気持ちを伝えさせていただき
ました。
終盤には、参加者全員で「乾杯」

を合唱し、自然と肩を組んで繋が
りあい、会場内は一つの大きな円

となりました。これぞ、津ＹＥＧの
結束力だと実感できる瞬間でした。
御列席者、ＯＢ会員、現役会員

の多数の皆様に参加いただき、卒
業生を無事に送る事ができました。
年齢、職業の枠に捉われない
一生涯の「きずな」が深まったと
思います。

きずなを深める卒業式　3月例会

新会員紹介


