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本年、津商工会議所青年部（津
ＹＥＧ）は６月で設立３５周年を迎
えます。この３５年という月日のなか
で津ＹＥＧは、日本ＹＥＧ三大事業
といわれる「全国大会」（H５）「全国
会長研修会」（H２４）「ブロック大
会」（Ｓ６３運営研究会・H９久居
大会・H２９）のすべてを主管開催
した全国でも数限られた単会とな
り、これら三大事業をはじめとした
多くの事業や交流により様々な実
績と経験を積み重ねてまいりまし
た。私たちはこの先輩方が築き上
げてこられた誇らしい実績と経験
そして輝かしい歴史を継承し、未来
の創生に挑んでいかなければなり
ません。
昨年度、令和の時代の始まりと

ともに、私たち津ＹＥＧは「津ＹＥＧ
５年ビジョン」を策定しました。私た
ち自身の手で作り上げた５つの行
動指針を津ＹＥＧ全員が共有し、
足並みをそろえ、次の５年に向けて
新たなスタートを切ることになる今
年度、私は皆さんと共にいつも楽し
む気持ちを持って活動していきた
いと思います。ＹＥＧ活動は参加す
ればするほどおもしろく楽しいもの
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令和２年度スローガン

 ～ つながりあった仲間とともに ～“楽しもう！ 津ＹＥＧ”
になっていきます。参加して例会や
事業を協力しながら作り上げると
きの一体感、やり遂げた時の達成
感や喜び、そしてそれを分かち合い
つながり合った仲間とのさらなる親
睦や交流にはＹＥＧ活動ならでは
の楽しさがあります。自らが楽しむ
気 持ちをもって活動できれば一層
充実した活動になるでしょう。その
楽しさをまず一番身近な「つなが
り」である委員会活動のなかで一
人でも多くの仲間とともに実感して
ください。そんな楽しさを感じられ
る充実した６つの委員会により構
成される津ＹＥＧはさらに魅力ある
団体になると確信します。
ＹＥＧ活動の魅力の一つにはさ

まざまな人との出会いや交流があ
り、その出会いや交流からたくさん
の「つながり」が生まれています。今
年度はこのＹＥＧ活動によって生
まれた「つながり」をさらに広げ深
めることを大切にし、さらにはメン
バー同士がもっとお互いを知り、ビ
ジネスにおいても活かされるような
「つながり」を作ってまいります。津
ＹＥＧの「つながり」は単会内にとど
まらず、県連、東海ブロックさらには

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】

3月24日（火）津商工会館5階会
議室にて3月通常総会・3月例会
「卒業式」が開催されました。コロナ
ウイルス流行の影響から、当時は
緊急事態宣言が発せられる前であ
りましたが、本来の日程内容、会場
を変更、窓を開放し必要な換気と
座席の間隔の確保が行われ開催
されました。また、参加者にはマスク

着用、手洗い、アルコール消毒を義
務付けるなど徹底した対策が行わ
れました。3月通常総会では、令和２
年度の事業計画・収支予算、理事
の選任、また、2019年度年間を通
して検討されてきた津商工会議所
青年部の長期計画となる５年ビ
ジョンが審議可決、承認されまし
た。新年度は別所新会長の下、新

通常総会 ・卒業式  3月例会
たなスタートが切られます。総会終
了後は、大幅に内容を縮小、変更し
た形で3月例会「卒業式」が開催さ
れ、本年度を持って青年部を卒業
するメンバーの挨拶やセレモニー
がおこなわれ、さらなる活躍を祈念
し、新たな門出を祝いました。

日本中のＹＥＧメンバーへも広
がっています。積極的な交流を仲
間とともに楽しみましょう。
私たちは企業家として自らの企
業の発展、さらには地域社会への
貢献を考え、自己を研鑽し経済人
としての自己実現を図っていかな
ければなりません。何事にも全力で
取り組み、本気で学び、自らを磨き、
自己の成長を図ってまいりましょ
う。既存の事業であればその意義
を考えより充実させ、新しいこと、困
難なことにもつながりあった仲間と
ともに楽しむ気持ちを忘れずに挑
戦していきましょう。そして津商工
会議所の一翼を担う組織として、
次代を担う子供たちの育成、地域
事業への積極的な参画、そして地
域に根差した青年経済人として津
市への思いを議論し提言すること
で、地域の経済的発展と豊かで住
みよい郷土づくりに貢献し地域と
の「つながり」をより確かなものにし
てまいりましょう。私たち自身が楽
しみながら活動することで、「つな
がり」を広げ深めていくことで、人が
集まる、必要とされる、さらに魅力
的な団体となっていきましょう。

最後になりますが、３５周年を迎
える今年度、この誇れる津ＹＥＧを
築いてきてくださった先輩方や関
わり支えてくださっている地域の皆
様への感謝を忘れず一層の「つな
がり」を築いてまいりましょう。
さあ！津ＹＥＧを思いっきり楽し
みましょう！つながりあった仲間と
ともに！
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津商工会議所青年部 事務局 中尾 松田 中森

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。

2019年度卒業生

令和2年度 委員会紹介
楽笑総務委員会

新会員紹介

阿南　　亘
カービューティープロwater

大河内　粋
大豊工業有限会社

尾﨑　正彦
有限会社盛功社印刷

川北　哲久
有限会社カワギタ硝子

竹川　直樹
有限会社タケガワ塗装

澤口美智子
三宝興業株式会社

平子　貴規
株式会社西出

平野　真也
ネッツトヨタ三重株式会社

藤田　義晃
Café＆Bar『ねこ屋』

森田　哲
ほっともっと東丸之内店

山本　章悟
株式会社東海ゼロ企画

保地　隆裕
株式会社ファーラウト

吉村　成人
吉村工業株式会社

吉本　将人
岡写真館

３
月
入
会

４
月
入
会

会
員
変
更

下津　浩嗣 
Shimozu Hirotsugu
下津醤油株式会社
〒514-0114
津市一身田町362

中村　昌照
Nakamura Masateru
株式会社フレンズ
〒515-0084
松阪市日野町646

野々垣　陽 
Nonogaki Yo
中央産商株式会社
〒514-0832
津市南中央2番18号

松田　崇義
Matsuda Takayoshi
株式会社おやつタウン
〒514-1113
津市森町1945番地11

伊藤　　優 
Ito Yutaka
ガッツレンタカー津新町駅前店
〒514-0041
津市八町１丁目10-3ＫＹレジデンス102

猪田　英明 
Inoda Hideaki
株式会社天英工業
〒514-0001
津市江戸橋１丁目110-2

梅田　隆司 
Umeda Takashi
株式会社真司工業
〒514-0101
津市白塚町2440

久保　仁志 
Kubo Hitoshi
株式会社ＫＵＢＯ
〒514-0101
津市白塚町3806

三宅　克尚 
Miyake Katsuhisa
株式会社ＪＴＢ三重支店
〒514-0004
津市栄町3-143-1笠間第２ビル2階

森下　祐司 
Morishita Yuji
株式会社ＣｏＬｏｒｓ
〒514-0027
津市大門3-3　野田ビル２階

渡邊　正史 
Watanabe Masashi
亀井機工株式会社
〒514-0816
津市高茶屋小森上野町1151

西出　匠吾 
Nishide Syogo
株式会社西出
〒514-0028
津市東丸之内19-28

大森　久哉 
Omori Hisaya
株式会社ＺＴＶ
〒514-8557
津市あのつ台4丁目７番地1

塩見　大輔
Shiomi Daisuke
株式会社鈴鹿スポプレアンリミテッド
〒513-0825
鈴鹿市住吉町4-21-13

阿知波　聖 Achiwa Sei
株式会社エイティー

委 員 長

下里　幸祐 Shimozato Kosuke
有限会社ミフジ印刷

副委員長

山本　明弘 Yamamoto Akihiro
growlife

副委員長

佐藤　治伸 Sato Harunobu
有限会社ハーズ

アドバイザー

みがき研修委員会

林　　　誠 Hayashi Makoto
株式会社エフケイ四日市支社

委 員 長

飯田　海帆 Iida Kaiho
Honey bee-style

副委員長

池田　司哉 Ikeda Kazuya
有限会社イケバン

副委員長

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

アドバイザー

みちづくり委員会

別所　恭介 Bessho Kyosuke
株式会社別所時計店

委 員 長

岩脇　圭一 Iwawaki Keiichi
有限会社幸助

副委員長

中村　勝洋 Nakamura Katsuhiro
株式会社三重電子計算センター

副委員長

山路　武則 Yamaji Takenori
G-FLAP

アドバイザー

想いつなげる広報委員会

竹田　優里 Takeda Yuri
ＭＴサロン白塚店

委 員 長

東　　靖浩 Azuma Yasuhiro
株式会社東京海上日動パートナーズ東海北陸 三重支店

副委員長

西澤　　圭 Nishizawa Kei
有限会社辻本組

副委員長

井ノ口博規 Inoguchi Hiroki
株式会社萬寿園

アドバイザー

もっとほっこり親睦委員会

森田　　壮 Morita Tsuyoshi
おぼろタオル株式会社

委 員 長

小島　隆弘 Kojima Takahiro
中部電力株式会社 三重支店

副委員長

飯田　渉文 Iida Takafumi
プルミエール

副委員長

小林　久祥 Kobayashi Hisayoshi
株式会社小林住宅 小林久祥一級建築士設計事務所

アドバイザー

つぅ委員会

近澤　太輔 Chikazawa Daisuke
有限会社チカザワジム

委 員 長

坂野　　誠 Sakano Makoto
株式会社ライフプラン

副委員長

福島　大輔 Fukushima Daisuke
福島商店

副委員長

木村　正樹 Kimura Masaki
有限会社未来開発

アドバイザー


