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写真・記事
令和3年度 総務広報委員会 委員長
浅井俊一 【有限会社浅井ビルクリーナー】

4月16日（金）津市センターパ
レスホールにて御列席者8名をお
招きし、津商工会議所青年部4月
例会、通常総会を開催致しました。
通常総会では令和2年度津商工
会議所青年部事業報告及び収支
決算報告の慎重審議を行い可決

承認頂きました。
その後、令和3年度年間事業計
画を各委員会の皆様からご説明し
会員への周知を行い、最後には御
列席者の皆様から激励のお言葉を
頂き、身が引き締まる想いでありま
した。
今後の活動を会員の皆様と一致
団結し、何時も七転八起で取り組
んで参りますので、どうぞ宜しくお
願い致します！

通常総会　～YEG年間事業と
委員会活動内容の周知～ 4月例会

東京２０２０オリンピック・パラ
リンピックの開催により日本をはじ
め世界中が大いに盛り上がるはず
だった２０２０年、現実は新型コロ
ナウイルス感染症によるパンデミッ
クが発生し日本経済・世界経済に
大きな打撃をあたえ、猛威を振るい
ました。様 な々激動の中でも活動の
歩みを止めることなく、昨年津ＹＥ
Ｇは設立３５周年を迎える事がで
きました。ひとえに先輩方のご尽力
により、地域の経済的発展の支えと
なり新しい文化的創造をもって積
極果敢にチャレンジし歴史を紡い
でこられたからだと思います。
令和２年度は、新型コロナウイル

ス感染症の影響でＹＥＧ活動が制
限され、思い通りの事業ができな
い状況でした。令和３年度も同様
に様 な々活動が制限される可能性

会長挨拶　令和３年度　津商工会議所青年部 会長　川治　友和

記事
令和３年度 津商工会議所青年部 会長
川治友和
【中部商事株式会社】

令和３年度スローガン

 ～ 挑戦から成長へ！ワクワクする未来のために ～“七転八起”
がありますが、新しい生活様式の中
でＹＥＧらしく創意工夫し挑戦して
いかなければなりません。
このような状況下でも、津ＹＥＧ
は自己研鑽、交流、自企業の発展、
会員拡大、地域貢献をビジョンとし
て歩んでおります。ただし自企業の
発展がなければ会員個 の々活動も
制限され、ビジョンも達成すること
ができません。今年度は新型コロナ
ウイルス感染症を想定した新しい
生活様式の中、創意工夫し会員交
流を図り、絆を深めることで自企業
相互発展に寄与する事業を展開し
ていきます。
また、商工会議所の根幹には行
政への提言活動があります。郷土
津のまちのために津ＹＥＧとしてで
きること行政にしてほしいことを模
索し提言すると共に、これまでの提

言活動を前進させることで、地域の
経済的発展に寄与し、ひいては自
企業の発展に繋がる活動をしてま
いります。
ＹＥＧは挑戦し試みることができ

る場所です。様 な々事業でしっかり
議論をおこない準備したうえで挑
戦することは多くを学び成長できる
からです。コロナ禍ではありますが
積極的に挑戦することでお互いを
知り絆を深め、共に成長しワクワク
する未来のために活動していきま
しょう。

３月１６日（火）津市センターパ
レスホールにて『津商工会議所青
年部設立３５周年記念式典』を行
いました。
令和2年度は設立３５周年を迎

え、式典等準備を進めてまいりまし
たが、新型コロナウイルス感染症の
影響で２度の延期を余儀なくされ、
当初の予定のものと規模を縮小し

ての開催となりましたが、先輩方が
築き上げてきた35年という節目を
迎える事が出来たことを大変嬉しく
思います。
式典では３０周年から３５周年ま

での軌跡を映像で振り返り、第16
代会長から第19代会長、４名の歴
代会長へ感謝状及び記念品の贈
呈を行い、第１６代会長中垣内 良
紀様よりご挨拶を頂戴し非常に思
い出深い記念式典となりました。

津商工会議所青年部
設立３５周年記念式典

写真・記事
設立35周年記念事業実行委員会 実行委員長
服部安行【株式会社Y's建築】
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津商工会議所青年部では毎月の例会他様 な々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行っています。ぜひご参加ください。

津商工会議所青年部 事務局 中尾 中森
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。

令和２年度卒業生

令和３年度 委員会紹介

島　拓睦
しま　たくむ

T S P（ティーエスピー）
〒510-0304
津市河芸町上野1746-2

未来育成委員会
委員長
池田　司哉 
有限会社イケバン

副委員長
南　里加子 
合同会社ＭＥＲＩＭＥＲＩ

アドバイザー
小林　久祥 
株式会社小林住宅 小林久祥一級建築士設計事務所

政策提言委員会
委員長
中川　敬史 
株式会社ライフ・テクノサービス

委員長
中村　勝洋 
株式会社三重電子計算センター

委員長
下里　幸祐 
有限会社ミフジ印刷

委員長
井ノ口　博規 
株式会社萬寿園

委員長
浅井　俊一 
有限会社浅井ビルクリーナー

副委員長
中西　健児 
エフ・アール相続サポート事務所

アドバイザー
岩脇　圭一 
有限会社幸助

ビジネス交流委員会
副委員長
伊藤　優 
ガッツレンタカー津新町駅店

アドバイザー
太田　健二 
太田産業株式会社

仲間発展委員会
副委員長
徳村　紅葉 
株式会社トラベルラボ

アドバイザー
西澤　圭 
有限会社辻本組

鼓動まつり委員会
副委員長
東　靖浩 
株式会社東京海上日動パートナーズ東海北陸三重支店津支社

アドバイザー
礒川　貴太 
中部化成工業株式会社

総務広報委員会
副委員長
梅田　隆史 
株式会社真司工業

アドバイザー
山口　裕子 
株式会社山口商会/エステサロンアルファＣＰ

３月１６日（火）に３月例会『卒
業式～輝かしい未来へ向かって
～』、３月事業『卒業生を送る会』
が開催されました。当日は御列席
者、ＯＢ会会員の皆様をお招きし一
緒に卒業生をお祝いすることがで
きました。
卒業式では卒業生のスピーチで

たくさんの思い出、楽しさや苦労
をお話しいただき、今後のＹＥＧ

活動への気づきを教えていただき
ました。
そして送る会での別所会長から
の送辞ではそれぞれの卒業生との
思い出話と感謝の想い、卒業生を
代表して原田直前会長からの答辞
では、これまでのＹＥＧでの経験
や思い出と後輩へ向けての熱い
メッセージをいただきました。 
また、第16代中垣内会長ほか3

名の歴代会長よりお祝いの言葉も
頂き、その言葉一つひとつには語
りきれない思い出もあり、現役メン
バーもあらためてＹＥＧ活動の大
切さを教えていただきました。 最後
には卒業生、ＯＢ会、現役メンバー
と一緒に記念撮影を行いました。
コロナ禍で例年とは違った形で

したが、卒業生をお祝いすること
ができて本当に良かったです。 

卒業式～輝かしい未来へ向かって～ 3月例会　卒業生を送る会３月事業

新会員紹介

淺野　信二
株式会社
セントレア

内山　博史
株式会社
花you

奥村　厚弥
一般財団法人

伊勢湾海洋スポーツセンター

落合　晃司
クリーンサービス
ラスカル

小山　健二
小山建装

川崎　美佳
ＣＡＬＤＯ

木原　剛弘
株式会社

グランドボウル　

木平　健太郎
きのここども
クリニック

木村　正樹
有限会社
未来開発

倉田　利和
ジーテック
有限会社

坂野　 誠
株式会社
ライフプラン

佐治　純子
整理収納ディレクター
じゅんこさん

坪井　達也
ＢＮＩ三重リージョン

株式会社

中村　昌照
株式会社
フレンズ

長谷川　忠弘
居酒屋
たーさんち

服部　安行
株式会社
Y’ s建築

原田　朋幸
中部建設工業
株式会社

廣　直幸
株式会社ふじや本店
津光倫会館

南　孝裕
グッドスマイル
不動産株式会社

吉村　太
Hair salon
un peu

写真・記事
令和2年度 楽笑総務委員会 委員長
阿知波聖 【株式会社エイティー】
令和2年度 もっとほっこり親睦委員会 委員長
森田壮 【おぼろタオル株式会社】

HP Facebook

情報発信中
津商工会議所青年部では、公式ホームページや
公式Facebookページで随時情報を発信しています。


