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いつの時代も、未来を見据えて
行動を起こしたのは志高き青年た
ちでした。過ぎた歴史を基に、よ
りよい世を創造するために変化し
てきたのであります。今を全力で
駆け抜けることができるのは、過
去があるからであり、今を全力で
駆け抜けなくてはならないのは、
未来を創るためであります。２０１
９年は、平成の時代が終わりを迎
え、令和という新しい時代が始ま
りました。この節目を機に、われ
われ津ＹＥＧも組織として、これま
で以上に津のまちで存在価値を高
め、長きにわたり生き抜いていくた
めにスタートしなければなりませ
ん。われわれは、なぜ津ＹＥＧで
活動をおこなうのでしょうか。それ
は、自企業の発展を望み、自らが
交流と研鑚を行うことで自己成長
を図り、それらを加速度的に進め
るためであります。そのために、
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“ＳＴＡＲＴ ＦＯＲ ＴＨＥ ＦＵＴＵＲＥ”

津ＹＥＧは何をし、どこへ向かえ
ばよいのでしょうか。津ＹＥＧの目
指すべき明確なビジョンは、会員
が同じベクトルを持つことができ、
より組織を強くしていくことになりま
す。 青年部は、商工会議所の活
動の一翼を担う組織であります。
商工会議所活動を知り、実践する
ことも、自企業の発展に寄与する
ことになります。会員企業の発展
が、「まち」の力を強くし、よりよい「ま
ち」 が創られていくことで、人は「ま
ち」をさらに愛し、地域社会の健
全な発展が創造されます。 
組織にとって、数は力でありま

す。同じ志を持つ仲間は、われわ
れ個人にとっても強い味方となりま
す。津ＹＥＧがより強い組織となる
ためにも、メンバーの拡大活動を
おこなってまいります。
また、積極的な交流は、自身の
幅を拡げ、様 な々機会を得るきっ

写真・記事
2019年度 創発総務広報委員会 委員長
岩脇圭一 【有限会社幸助】

４月16日（火）都シティ津５階伊
勢の間にて第１回通常総会並びに
4月例会「津ＹＥＧ　ＶＩＳＩＯＮを
描こう」を開催しました。列席者
として津商工会議所辻副会頭、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
事兼事務局長にもご列席賜りまし
た。平成３０年度の事業報告及び
収支決算の審議が行われ、全会
一致で可決承認されました。
続いて、４月例会「津ＹＥＧ　

ＶＩＳＩＯＮを描こう」では、講師

に２０１９年度岡山ＹＥＧ直前会長
塚本晃久氏、ビジョン推進行政連
携会議兼･政策提言会議議長 杉
本宏氏をお招きし、岡山YEGにお
ける中長期のビジョン策定の過程、
その展開についてご講演をいただ
きました。その後、各委員会でテ
ーブルに分かれ、ビジョン策定に
向けてグループワークが行われ、
５年後の津YEGの将来像について
積極的に意見を出し合いました。
各テーブルには岡山YEGメンバー
の皆様もオブザーバーとして参加
され、ご助言いただきました。まと

年間行事（予定）

通常総会　津ＹＥＧ ＶＩＳＩＯＮを描こう 4月例会
めた意見は、各委員長から発表さ
れました。今後、開催されるビジ
ョン策定会議や各委員会において
議論を積み上げ、本年度中に長
期ビジョンを取りまとめる予定です
。２０１９年度、原田新会長の下、
津YEGの活動がスタートするにあ
たって各委員会揃って壇上に登り、
各委員長から本年度にかける意気
込み、決意の表明があり、会員全
体が心を合わせ、結束を強める機
会となりました。

かけとなります。その機会をチャン
スとするのは自分自身であります。
津ＹＥＧの活動は、もちろんのこと、
少し幅を拡げて三重県連、そして、
もう少し拡げて東海ブロック、さら
には日本ＹＥＧの事業へ参加して
チャンスをものにしていきましょう。
本年は、スタートするきっかけ

の１年となることを目指します。行
動こそが、時代を先駆けるべき青
年の責務であることを信じて、ＹＥ
Ｇ活動のみならず、個人として、
新しい１歩を踏み出すこと、これま
での自分自身からの変化へ行動を
起こす機会としていきます。何か
１つ明確な宣言を行い、１年後に
喜びを分かち合える１年としてまい
ります。 輝く未来を迎えるためにＳ
ＴＡＲＴ！！
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津商工会議所青年部 事務局 中尾 松田 廣中

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30年度卒業生

2019年度 委員会紹介

大森　信也
Omori Shinya
大森鉄筋工業有限会社
〒515-0303
多気郡明和町大字山大淀532-1

北村　和也
Kitamura Kazuya
株式会社エスパ
〒514-0012
津市末広町13-38

林　誠
Hayashi Makoto
株式会社エフケイ四日市支店
〒510-0074
四日市市鵜の森1-4-5 小出ビル3F

創発総務広報委員会
委員長
岩脇　圭一 Iwawaki Keiichi
有限会社幸助

副委員長
小林　久祥 Kobayashi Hisayoshi
小林久祥一級建築士設計事務所

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

わいわい研修委員会
委員長
山口　裕子 Yamaguchi Yuko
株式会社山口商会/エステサロンアルファＣＰ

委員長
井ノ口博規 Inoguchi Hiroki
株式会社萬寿園

委員長
金峰　知彦 Kanemine Tomohiko
Darts & Dinning Bar FIX

委員長
山路　武則 Ymaji Takenori
G-FLAP

委員長
坂野　　誠 Sakano Makoto
株式会社ライフプラン

副委員長
横山　康介 Yokoyama Kosuke
山信食品株式会社

アドバイザー
澤口美智子 Sawaguchi Michiko
三宝興業株式会社

まちづくり委員会
副委員長
廣　　直幸 Hiro Naoyuki
株式会社ふじや本店　津光倫会舘

アドバイザー
近澤　太輔 Chikazawa Daisuke
有限会社チカザワジム

津拡大もっと親睦委員会
副委員長
森田　　壮 Morita Tsuyoshi
おぼろタオル株式会社

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

未来創生委員会
副委員長
南　　孝裕 Minami Takahiro
グッドスマイル不動産株式会社

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

輝けまつり委員会
副委員長
佐藤　治伸 Sato Harunobu
有限会社ハーズ

副委員長
下里　幸祐 Shimozato Kosuke
有限会社ミフジ印刷

写真・記事
平成30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】

３月１５日（金）に津センター
パレス５階　津市センターパレス
ホールにて、３月例会「平成３０
年度　津ＹＥＧ　卒業式」を開催
しました。本例会は、平成３０年
度の卒業生をお祝いし、卒業後も
続く卒業生との絆を作ることを目的
として企画・運営をいたしました。
３月例会には、津ＹＥＧ現役メ
ンバー６８名と、ＯＢ会員１９名に

参加いただき、１３名の卒業生を
盛大にお祝いすることができまし
た。例会では、卒業生に１人１人
スピーチをいただきＹＥＧに入った
経緯や、ＹＥＧ活動での想い出を熱
く話していただき、時に涙する卒
業生もいらっしゃいました。スピー
チを聞いて、卒業生のたくさんの
苦労や喜びがあって今の津ＹＥＧ
があるのだと改めて感じる卒業式と

なりました。また、卒業記念品を
４種類用意し、その中から１つ記
念品を選んでいただいたことで、
卒業生にも喜んでもらえたのでは
と思います。
卒業式後の送る会ではゴスペル
隊をお招きして全員で歌って盛大
に卒業生を送ることができました。

平成30年度　津ＹＥＧ　卒業式　3月例会

新会員紹介

青山　好一
有限会社青山商店荷役

阿竹　　実
株式会社富士珈琲

猪俣　嘉三
株式会社東洋軒

海津　幸司
有限会社海津自動車工業

亀井　隆典
亀井機工株式会社

加藤　元昭
株式会社カトウケミカル

小林　貴虎
Happy English Studio

齋藤　誠子
Cony’s Cafe

中桐香代子
中桐石油株式会社

西村　行正
西村電気管理事務所

東　　和宣
中部電力株式会社

長谷川明宏
株式会社長谷川建築積算

山下謙一郎
山下会計事務所


