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Habataki
共同清掃活動でもっと親睦

YEGの日事業

１１月１１日
（月）津なぎさまちにおいて、
「 共同清掃活動でもっと親
睦」
を開催いたしました。毎年恒例のYEGの日であり、女性会の皆様と
津市の玄関口である津なぎさまち周辺の清掃活動を行うと共に、名刺交
換会を催し、青年部・女性会相互の交流を深めました。
写真・記事
2019年度 津拡大もっと親睦委員会 委員長

金峰知彦【Darts＆Dinning Bar Fix】

YEGの魅力を知り、伝えよう

１１月例会

１１月１１日
（月）津商工会館１階丸之内ホールにおいて１１月例会
「YEGの魅力を知り、伝えよう」
を開催しました。
人財教育家、
メンタルコーチである飯山晄朗氏をお招きし
「目標達成
を実現できる人財になるために」
と題し、
スポーツ選手や技術五輪の出
場者への指導など、
ご自身の経験から、脳のメカニズムに着目した目標
達成に向けたプロセスのあり方について、
ご講演いただきました。
写真・記事
2019年度 津拡大もっと親睦委員会 委員長

金峰知彦【Darts＆Dinning Bar Fix】

忘年会 〜令和元年を締めくくり、輝く未来に向けてSTART

１２月例会

１２月１６日（月）津市センタ

を凝らし、準備を重ねた素晴ら

ーパレスホールにおいて青年部

しいパフォーマンスをステージ上

12月例 会「忘 年 会

で披露しました。

〜令和元

年を締めくくり、輝く未来に向け

最後に、令和元年の津ＹＥＧ

てSTART 〜」を開催いたしまし

の活動を振り返るムービーを上

た。

映しながら、歌を斉唱し、一致

現役メンバーに加え、津商工

団結を図り、令和2年度への心

会議所より辻副会頭、小柴副会

合わせとさせていただきました。

頭、葛 西 専 務 理 事、伊 藤 常 務
理事、塚澤理事兼事務局長、
Ｏ

ご出席いただきました全ての
皆様に御礼申し上げます。

Ｂ会より岡林代表幹事はじめとす
る皆様、また加瀬会長をはじめ
とする女性会の皆様にもご参加
いただきました。
本 年 度は、委員会 対 抗 歌 合
戦実施し、各委員会が創意工夫
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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】

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

津 Y E G
http://www.tsu-yeg.com

Tsu Young Entrepreneurs Group

Public Information Vol.132 Habataki

コミュニケーション〜理解を深めよう！
！世代間ギャップ〜
１月１６日
（月）津商工会館１

１月例会

うに接すれば良いかなど、
メンバ

階 丸之内ホールにおいて1月例

ーの経験や日頃感じている課題

会｢コミュニケーション〜理解を

などについて活発に意見交換、

深めよう！！世代間ギャップ〜」
を

発表を行いました。

開催しました。

グループワークの後、
わいわい

本例会では誰しもが経験する

研修委員会メンバーにより、各世

職 場での異なる世 代 間での上

代の特性とそれに基づいた注意

司・部下のコミュニケーションに

点など世代間コミュニケーション

ついて、委員会による寸劇を交え

において必要な知識を整理、
まと

たケーススタディーを行い楽しく

めと行い、貴重な学びの場とする

学べるよう工夫いたしました。

ことができました。

その後メンバーは各テーブル
に分かれグループワークの中で、
それぞれのケースにおいてどのよ

写真・記事
2019年度 わいわい研修委員会 実行委員長

山口裕子【株式会社山口商会】

２０１９年度 政策提言発表

２月例会
２月１６日
（月）津商工会館１

要について会員に向け、
プレゼン

階丸之内ホールにおいて
「２０１

テーションを行いました。
その後、

９年度 政策提言発表」
を開催い

ディスカッションを行い、提言テ

たしました。

ーマをさらに進めるための意見を

本年度は、原田会長の所信の
下、
１年間をかけ、津YEG全メン

出し合い、次年度以降へと繋げる
ための機会としました。

バーが学習し、議論を行う中で出

3月通常総会において、津商工

された意見をまちづくり委員会が

会議所正副会頭へ手交させてい

中心となって集約、3つのテーマ

ただき、本年度の政策提言活動

に絞り込み、政策提言として練り

の締めくくりとなります。

上げて参りました。
本例会ではまちづくり委員会よ
り、
２０１９年度の政策提言の概

写真・記事
2019年度 まちづくり委員会 委員長

井ノ口博規【株式会社萬寿園】

新会員紹介
月入会

12 長田 陽子 Osada Yoko

浅井 俊一

奥山 重剛

〒514-8711
津市垂水字中境505番地

〒515-2602
津市白山町二本木3368-1

〒514-8666
津市岩田21-27

〒514-0084
津市片田町壱丁田731-2片田工業団地内

木平 健太郎 Kihira Kentaro
きのここどもクリニック

小出 一行

小林 亮太

千賀 理 Senga Makoto
あんしん介護株式会社

服部 聡史

明治安田生命保険相互会社 津中央営業部

〒514-1102
津市久居藤が丘2598-3

Noguchi Takeshi
三重いすゞ自動車株式会社

Koide Kazuyuki
株式会社夢小袖 instyle

〒514-0815
津市藤方1236-8

駒田 卓也

Komada Takuya 中西 健児 Nakanishi Kenji
Blue Barrel California Beach Salon エフアール相続サポート事務所

〒514-0035
津市西丸之内9-18

長谷川 忠弘

〒514-0014
津市港町15-8 メゾンソレイユ202号

Hasegawa Tadahiro
居酒屋たーさんち 〒514-0035 津市西丸之内3-1

Asai Syunichi
有限会社浅井ビルクリーナー

２月入会

１月入会

野口 剛史

〒514-0028
津市東丸之内33-1津フェニックスビル8Ｆ

小林造園

Kobayashi Ryota

〒514-2328
津市安濃町草生3491-1

藤谷 智恵 Fujitani Chie
サンヒルズガーデン (一社)三重県高齢者福祉協会

〒514-0061
津市一身田上津部田1424

Okuyama Shigeyoshi 甲野 陽平 Kono Yohei
株式会社百五銀行
株式会社くろがね工作所 津工場

〒519-0103
亀山市川合町103番地

≪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。

Hattori Satoshi

〒514-0834
津市大倉13-41石福ビル1F

若林 祐基

Wakabayashi Yuki
株式会社FAMIE

〒514-0819
津市高茶屋3丁目29-51

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。

服部設備設計

お問い合わせ

059-228-9141

津商工会議所青年部 事務局 中尾 松田 廣中

