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平成２８年度スローガン
半年を振り返って

【会長挨拶】

平成２８年度も早いものでもう半年が経過しました。私たちが実行委員長を務める
「第
３１回しものせき海峡まつり」や「ツール・
ド・しものせき２０１６」は、
悪天候の中ではありまし
たが関係各位及び下関商工会議所青年部全ての会員のおかげで無事に終えること
ができました。
また、様々な事業に多くの会員が地域のため、
自社企業のため、
己のため
に積極的に参加し、
青年経済人としての研鑽に努めてくれています。
今年度のテーマは
“人”
です。人との繋がりを今以上に大切にしたいと思いスローガン
「忠（真心）
・恕（思いやり）
・仁（愛情）」
を掲げさせていただきました。会員ともっと関わり
合いたいという思いの中で、
皆が率先して行動する姿や皆の笑顔をみると嬉しさがこみ
上げ元気づけられます。
そんな仲間と活動できることを誇りに思います。
今後も、会員ひとりひとりが中心となって例会や公開委員会等、様々な活動を行いま
す。単なる活動にせず、
「忠・恕・仁」の気持ちを大事にし、
人の繋がりや気持ちを大事に
しながら、
会員の皆とさらに
“連帯”
を感じられたら幸いです。
結びに、
関係各位及び関係諸団体の皆様には平素より下関商工会議所青年部の活
平成２８年度
下関商工会議所青年部
第３７代会長 田中

動にご理解とご協力を頂き心より感謝申し上げます。今後とも、
４０年、
５０年と更なる飛躍

粛己

に向け走り出す下関商工会議所青年部に対しまして引き続きご支援とご協力の程よろ
しくお願い申し上げます。

平成２８年度定時総会・４月例会
４月８日㈮、
春帆楼に於いて平成２８年度定時総会を開催しました。

引き続き開催された平成２８年度４月例会では、
９名の卒会者を紹介

平成２７年度の優秀会員３名及び優秀新人３名を表彰し、
その栄誉

し、
感謝状を贈呈しました。

を称えました。
さらに会長賞として３委員会が選ばれました。全行事皆勤
出席者表彰、例会皆勤者表彰と進んだあと、本会主旨の議案審議が

また、新しく仲間に加わった平成２８年度新入会員８名の紹介がさ
れ、
田中会長より会員バッジが手渡されました。

行われました。
■第１号議案

その後、会場を宴席に移し、平成２８年度定時総会懇親会が盛大に
平成２７年度事業報告（案）並びに収支決算（案）
に

開かれました。来賓代表として下関市長の中尾友昭様よりご挨拶を頂

ついて

いた後、来賓及びＯＢの紹介が行われ、続けて定時総会で承認された

■第２号議案

平成２８年度役員
（案）
について

青年部の平成２８年度新体制が紹介されました。

■第３号議案

平成２８年度事業計画（案）並びに収支予算（案）
に

下関商工会議所河野副会頭のご発声により乾杯、終始賑やかな雰

ついて

囲気で青年部会員相互の結束を確認することができた懇親会となりま

いずれの議案も満場一致で承認され、
田中新会長のもと、新体制が

した。

本格的にスタートしました。
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例会レポート

『新入会員３分間スピーチ』
『 第31回しものせき海峡まつり・源平まつり打ち上げ』 担当

月例会

『下関ＹＥＧ版地方創生にむけて』

経営委員会

役社長の大塚寛氏にそれぞれ講演していただきまし
た。
３名の講師の方々の講演
を聴き、下関がさらに元気で
魅力ある街になるために必
要なことは何かについて考
える良い機会となりました。

月例会

7

６月８日
（水）
、
春帆楼にて６月例会『下関ＹＥＧ版地
方創生にむけて』
を開催しました。
今回は３名の講師による三部構成の講演で、第一
部『下関市の現状と今後へ向けて』は下関市総合
政策部企画課主任の工藤慎之介氏、第二部『オリッ
クス
（株）
の各自治体における取り組み』はオリックス
（株）九州・沖縄ブロック地域戦略推進チーム長の野
澤義直氏、第三部『観光資源・インバウンド展開での
セグウェイ利用』
はセグウェイジャパン
（株）代表取締

担当

つり＞の打ち上げを兼ねて行いました。
しものせき海峡まつり＜源平まつり＞にご協力いた
だいた方々をお招きし、
お互いの労をねぎらい、天気
には恵まれませんでしたが大きな事故もなく無事に終
われた喜びを分かち合いました。
来年もより良いまつりとなるよう会場の全員で決起
し、
大いに盛り上がった懇親会となりました。
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５月９日
（月）、下関グランドホテルにて５月例会及び
懇親会を開催しました。
今年度は前期新入会員が８名となっており、
当日出
席した新入会員による
『新入会員３分間スピーチ』が
行われました。
前期新入会員は、大勢のメンバーが見守る中、緊
張しながら３分間の中で自己紹介、
自社ＰＲ、入会動
機など個性あふれるスピーチを披露しました。
その後の懇親会は、
しものせき海峡まつり＜源平ま

会員研修委員会
地域活性化委員会

『「予習・復習・済州島」～そして次のステップへ～』 担当 国際委員会

月例会

『親睦ビア例会』

会員交流委員会

乾杯後はトランプを使ったゲーム
「集え数の仲
間たち」
を行い、
司会から出されたお題に基づき
参加者同士で声を掛け合ってグループを作り、
大いに盛り上がりました。
終盤は下関商工会議所女性会及び下関商
工会議所青年部ＯＢ会の皆様との歓談の場と
なり、終始笑顔が絶えない良い例会となりまし
た。

月例会
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８月８日
（月）、
シーモールパレスにて夏の恒
例行事である８月例会「親睦ビア例会」を開
催しました。
当日は下関商工会議所女性会及び下関
商工会議所青年部ＯＢ会、現役会員合わせ
て１0０名の方々にご出席いただき、
ビールを片
手に和やかな雰囲気の中、
より一層の交流を
深めることができました。浴衣姿の参加者の方
も多く、
華やかな会となりました。

担当

話を聴き、第二部では、
スマートフォン等で利用できる
ＬＩＮＥを使った日韓翻訳ツール、韓国のお酒の種類・
銘柄や飲み方に関するマナーの紹介、第三部では、
済州商工会議所青年部会のチャン会長とテレビ電
話による交流を行いました。
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７月８日
（金）、海峡ビューしものせきにて７月例会
『「予習・復習・済州島」～そして次のステップへ～』
を
開催しました。
昨年、
姉妹締結１５周年を迎えた済州商工会議所
青年部会との交流の歴史、
コミュニケーションの取り
方等を学び、国際人としての教養を高めることを目的
として例会が企画されました。
第一部では、
済州島の風土や文化、
過去のホーム
ステイ経験や青年部ＯＢの交流経験について説明や

『山陽ＹＥＧ ＆ 下関ＹＥＧ 合同親睦例会』

月例会

９月８日
（木）
、
春帆桜にて９月例会『山陽
ＹＥＧ＆下関ＹＥＧ合同親睦例会』
を開催し
ました。
当日は山陽商工会議所青年部１７名と
下関商工会議所青年部７８名に加え、親
睦ゴルフ大会の宣伝のために参加された
長門商工会議所青年部５名を含め、
３団
体全体で総勢１００名の親睦会となりまし
た。
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担当

広域連携委員会

例会は山陽商工会議所青年部と下関商工
会議所青年部の合同セレモニー、
それぞれの
会の事業紹介と進んだ後、親睦会へ移りまし
た。
親睦会では積木式の自己紹介と伝言ゲー
ムをして大いに盛り上がり親睦を深めることが
できました。

山口県商工会議所青年部連合会（県青連）行事レポート

第１回会長会議

親睦ソフトボール大会
４月１６日
（土）、光市にて平
成２８年度県青連第１回会長
会議が光商工会議所青年
部主管で開催されました。
下関商工会議所青年部
から田中会長、喜志永直前
会長を含め７名で参加しまし
た。
会長会議では、各単会会
長より今年度のスローガン、メ

イン事業について説明がありました。
会議終了後は、他単会のメンバーと親睦、交流を図ることができ、
また源平ま
つりのＰＲもしっかりさせていただきました。

第３０回会員大会及び第２回会長会議
６月２５日
（土）、「萩市民会館」
にて
「山口県商工会議所青年部連合会 第
３０回会員大会 萩大会」
が開催され、下関商工会議所青年部からは田中会
長をはじめ２２名のメンバーが参加しました。
会員総会での前年度の事業報告承認等の議事の後、式典が行われ、その
中で来年度の会員大会が下関で開催されることが発表されました。
３０周年記念講演では、
『人生の道しるべ～一所懸命生きる』
という演題で堀
江貴文氏を講師とする講演があり、長州藩・明治維新の歴史や昨今話題と
なっているイギリスのＥＵ離脱の話にも触
れつつ、世の中の変化とそれに対応してい
くことに関する話を聴講しました。
その後の「萩市民体育館」で開催され
た懇親会では、鏡開きに始まり、萩の魚を
捌いた美味しい刺身や地元の日本酒を堪
能しつつ、他単会の会員の方々との親睦
を深めることができました。

５月２９日
（日）、
「第２７回山口県商工会議
所青年部連合会親睦ソフトボール大会 柳
井大会」が開催され、下関商工会議所青年
部からは総勢１１名２チームで参加しました。
当日は生憎の雨によりソフトボールは中止と
なり、バタフライアリーナにて『トリムバレー
ボール大会』が行われました。
選手宣誓を行った会員研修委員会の大
下委員長率いるＡチーム、同委員会の佐藤
副委員長率いるＢチームに分かれ、両チームともグループリーグ２試合とその後の
リーグ戦の順位に応じたトーナメント１試合を戦いました。
残念ながらトーナメントを勝ち抜くことはできませんでしたが、試合を通して山口県
下の商工会議所青年部他単会の皆様と親睦を深めることができました。

親睦ゴルフ大会
９月１９日
（月）
に第１７回山口県青連親睦ゴルフ大会長門大会が、ブルーライ
ンカントリー倶楽部で開催されました。台風１６号の影響で開催も危ぶまれまし
たが、県内単会１０４名の方が参加されました。下関商工会議所青年部は田
中会長以下 8 名で参加し、大下委員長が５位と大奮闘でした。
また番外編で親睦カラオケ大会も開催されこちらは２名で参加し３位と健闘
しました。長門商工会議所青年部のおもてなしの心を随所に感じることのできる
大 会となり
ました。

日本商工会議所青年部行事レポート

平成２８年度
日本ＹＥＧ第１回中国ブロック会長会議
６月１８日
（土）、岡山県玉野市のダイヤモンド瀬戸内マリンホテルにて
『平成２８年度 日本ＹＥＧ第１回中
国ブロック会長会議』
が開催され、下関商工会議所青年部からは田中会長が参加しました。
ディスカッションでは全国大会等の各種事業の開催意義などをどのように各単会の全会員に落とし込む
かについて話し合い、
日本商工会議所青年部、中国ブロック、県青連の役割や繋がりを学べ、単会のあるべ
き姿を改めて考えさせられる良い機会となりました。
また、懇親会・交流会では、今後の単会運営等の話題で懇親を深めることができました。

委員会活動レポート

公開委員会
『もっと知ろう！商工会議所･ＹＥＧ 前編』
８月２４日（水）、下関商工会館にて会員研修委員会による公開委員会「もっと知ろう
！商工会議所・ＹＥＧ
前編」
が開催されました。
下関商工会議所青年部メンバー３９名が参加し、平成２８年度前期新入会員による日本商工会議所及
び商工会議所青年部に関する発表と、講師としてお招きした田渕清隆ＯＢによる講演が行われました。
発表の内容は知らないことも多く含まれており、商工会議所についての知識を高めることができました。
また、田渕ＯＢによる現役会員の頃の体験談は当時の下関商工会議所青年部のメンバーしか知らない
貴重なものであり、非常に興味深い内容のお話を拝聴することができました。
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第３１回しものせき海峡まつり
５月３日（火）『第３１回しものせき海峡まつり・源平まつり』では、多くの方にご協力いただき誠に有難うご
ざいました。２年連続、生憎の天候となり皆様には「歴史の千年舞台・下関」を十分にお見せ出来ずとても
残念に思います。
メイン会場では、
「源平弓合戦」
「源平もちまき」
「山口活性学園ライブ」
「ふくふく抽選会」
「源平船合戦」
「門
司バナナのたたき売り」
など企画しておりましたが、
中止となりました。その中でも昨年叶わなかった、門司との「武
者行列関門連携」また「ドラマページェント」
「甲冑着付体験」などをシーモールにて行い、来場された方には、
歴史・下関を感じて頂けたと思います。
今年も準備段階より、下関商工会議所青年部のメンバーは元より、下関市観光交流部観光政策課をはじめ、
関係諸団体から多大なるご支援ご協力を頂き、事故もなく終了する事が出来ました。改めて感謝申し上げます。
次回『第３2 回しものせき海峡まつり・源平まつり』
はどの様な天候であっても観光客の方を魅了するま
つりを企画していくと共に、来場される方へのおも

源平まつり実行委員会
実行委員長

内田 仁平

てなしや感謝の気持ちを忘れず下関商工会議所
青年部一同、精一杯頑張っていきますので、今後
とも、より一層のご支援ご協力のほどよろしくお願い
申し上げます。

５月３日（火）『第３１回しものせき海峡まつり・源平まつり』においては、多くの方よりご支援ご協力いただ
き誠にありがとうございました。下関商工会議所青年部の皆様には、前日の設営そして約半年前からの準備
に力を注いでいただき感謝の念に堪えません。当日は残念ながら悪天候で一部イベントの中止や変更を余儀
なくされましたが、その中でもシーモールで行われました「甲冑着付体験」「全国平家会琵琶演奏」「源平ド
ラマページェント」「上臈道中外八文字ステージ」「源平武者行列（関門連携）」では大小のアクシデントは
ありながらも関係各所や担当メンバーの臨機応変な対応、ご協力のおかげで無事開催できました。
今年初めての試みも幾つかありました。一つ目の「甲冑着付体験」では多くの観光客の方に体験いただき
テレビニュースにも取り上げていただきました。また、二つ目の「源平武者行列（関門連携）」では悪天候の中、
門司側より源氏武者が関門海峡を渡り「源平武者行列」
へ合流していただきました。
天候だけを取れば残念でしたが、悪天候のおかげで
思い出深い『第３１回しものせき海峡まつり・源平まつり』
となりました。次年度へ向け今年度の経験を活かし企画
を進めてまいりますので今後とも下関商工会議所青年部
へのご支援ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

中尾 宏至

武者行列に参加した会員から一言

─5─

康弘

篤史

自他ともに認める「雨男」とは
いえ、2 年という短い在籍期間で、
まさか立て続けに雨の海峡まつり
を経験するとは…。源平船合戦
海上パレードなどが中止になったこ
とはとても残 念ですが、その分、
貴重な体験もさせて頂きました。こ
んなにも多くの方が心の底からま
つりを楽しみにされていること、そ
のまつりをサポートしている大勢の
方がいるということ、そして何より
も、海峡まつりは全国に誇れるま
つりだと実感することができたの
は、まつりに参加したからこそだと
思います。鎧の着付けの様子など
も一般公開できれば、まつりをい
ろいろな角度から楽しめて、もっと
身近に感じてもらえるかもしれませ
んね。

原谷

中川

西田 吉輝

青年部２年目は、武者行列に
参加すると聞いていたので楽しみ
にしていたら、まさかの２年続けて
の雨。シーモールだけとなった武
者行列にあれほど大勢のお客様
が来てくださったのにはとても驚き
ました。また、普段着ることのない
甲冑を身にまとい、武者行列に参
加できたこともあり、本当に良い
思い出となりました。
２年目の武者には、とても感謝
しています。今後も青年部内で続
けていって欲しいと思っています。
最高の思い出をありがとうございま
した。
来年は、晴天下での、しものせ
き海峡まつり・源平まつりを行えま
すように。

地域活性化委員会
委員長

今回の武者行列では従者の配役
をいただきました。
実は下関ＹＥＧ入会検討中に武者
行列のことを知り、せっかくの下関勤
務なので有料参加でも経験してみた
いと思っていました。それが入会後に
会員も参加できることを知り、非常に
楽しみにしていたイベントです。
残念ながら当日は雨となりました
が、神戸から母親も呼び家族に雄
姿を見せる事ができて良い思い出に
なりました。
武者となった私の目には家族はも
ちろんのこと、
ＹＥＧジャンパーを着て
一生懸命運営サポートをしている現
役メンバーのみなさんが非常に印象
的に映りました。この場をおかりして
感謝を申し上げると共に、残り少な
いＹＥＧ活動を精一杯頑張っていきた
いと思います。有難うございました。

行事活動レポート

晋作さんひろば

４月１７日
（日）、エキマチ広場（下関駅前
人工地盤）で開催された高杉晋作没後１
５０年記念関連イベント「晋作さんひろば」
に参加しました。
当日は天候に恵まれ、多くの人で賑わっていました。高杉晋作にまつわるステージイベントな
ども行われ故郷の歴史を感じることのできるとても素敵なイベントでした。
下関商工会議所青年部は５月３日
（火）に開催される『第 31 回しものせき海峡まつり・源平
まつり』の PR を兼ねて「ふく鍋」を販売してきました。具材の関係で目標としていた２００杯には
届かなかったものの売れ行きはとても好調でした。

第１０回ツール・
ド・

しものせき2016

５月２９日
（日）、「第１０回記念大会ｗｉ
ｔ
ｈながと ツー
ル・ド・しものせき２０１６」が開催され、下関商工会議
所青年部の田中会長が大会実行委員長を務めまし
た。
下関商工会議所青年部では、田中会長をはじめ３７
名のメンバーがスタッフとして会場設営や受付、ゴール
チェックや参加者への無料ふく鍋のおもてなしなどを行
いました。
全国からエントリーしたサイクリスト
は、センチュリーコース
（約１６０ｋｍ）
２
６６名、ロングコース
（約１１０ｋｍ）
８６０
名、ショートコース
（約４５ｋｍ）
１４５名、
合計１
２
，
７１名と大盛況でした。
当日は生憎の雨の中での開催となり
ましたが、例年通りコーラで乾杯をして
イベントを無事終了する事ができまし
た。全国から参加していただいた皆
様、スタッフの皆様、雨の中本当にお
疲れ様でした！

花いっぱい

下関

計画

６月５日
（日）、天
候に恵まれ ず 小
雨の中、下関商工
会議所青年部の
メンバー１９名とそ
の 家 族と一 緒に
『下関花いっぱい
計画』に参加しま

した。
この計画は、平成１２年に下関景観協議会により企画さ
れ、下関市の中心部において花苗の植え付けが開始された
もので、以後毎年春と秋の２回行われています。
今回は、下関商工会議所前、三百目ガソリンスタンド付近、
野村證券前を当青年部が担当し、約２時間花壇の整備と花
の植え付けを行いました。
悪天候の中、早朝から参加したメンバーとその家族の皆
様、大変お疲れ様でした！

商工会議所青年部
第１回

全国ゴルフ大会山陽大会

７月３０日
（土）、
山口
県山陽小野田市で
「商工会議所青年部
第１回全国ゴルフ大会
山陽大会」
が開催さ
れ、下関からは田中会
長をはじめプレイヤー
４名、
スタッフ１０名が
参加しました。
また、前日の２９日
（金）
には同市にある
「山陽オート」
で大懇親会が開催され、下関からはスタッ
フ及び懇親会参加のために田中会長をはじめ１１名が参加しました。
前日の大懇親会及び当日のゴルフ大会への参加を通じて、北は北海道、
南は沖縄県から集まった全国各地の商工会議所青年部の方々と親睦を深
める機会を得ることができました。
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第３2回

関門海峡花火大会

８月１３日
（土）、下関と門司の共同で
『第３２回関門海峡花火大会』
が開催され、下関商工会議所青年部はボランティアスタッフとして参加
しました。
当日は、早朝から会場の設営、
あるかぽーと会場の入場ゲートでの
チケット販売や入場時のチケットの確認、花火大会終了後の撤収作業
を手伝いました。
１万５千発の花火が予定どおり打ち上がり、下関側で４５万人という
大勢の方にお越しいただき花火を楽しんでいただけました。

第３９回しものせき馬関まつり

平家踊総踊り大会

８月２１日（日）、
下 関 駅 寄りの国
道９号沿いで『第
３９回しものせき馬

関まつり 平家踊総踊り大会』
が開催されました。
下関商工会議所青年部からは、メンバー総勢３０名に加えてメンバーの
家族も参加し、浴衣や着ぐるみによる仮装で踊りました。
昨年にリニューアルした下関商工会議所青年部の提灯と旗をメンバー
の先頭で掲げ、会場にいらっしゃった大勢の観客の方々に下関商工会議
所青年部をＰＲすることができました。

カッターレース

第5回下関

８月２８日
（日）、下関商工
会議所青年部メンバー２１
名が下関漁港で開催された
「第５回下関カッターレース」
に参加しました。
下関商工会議所青年部の２チーム
（「つよポンズ」
「フレッシュかずお組」）
を含む
全７３チームが参加し、雨の中、各チームとも熱戦を繰り広げました。
下関商工会議所青年部チームは、皆がＹＥＧポロシャツを身に纏い、
チーム一丸
となってオールを漕ぎましたが、結果は、惜しくも予選敗退でした。
今回の
「負け」
から多くを学び、次年度に勝利につなげていくことができればと思
います。

中国・四国ブロック商工会
青年部交流会山口大会

９月１０日
（土）、海峡メッセ下関にて
「平成２８年度中国・四国ブロック商工
会青年部交流大会 山口大会」
が開催
され、下関商工会議所青年部からは２
０名がふく鍋をふるまうボランティアのた
めに参加しました。
当日は新下関駅に置いてあるふく型の大鍋を海峡メッセ下関に搬入してふく鍋をふるまいま
した。
ふく鍋は大変盛況で販売開始後わずか１５分で予定していた２００杯が完売となりました。
中国・四国ブロック商工会青年部の皆様に下関の味を楽しんでいただく良い機会を持つこ
とができました。

交流懇親会ふく鍋

同好会レポート

苦和会

８月７日
（日）、下関ゴールデンゴルフ倶
楽部にて
『平成２８年度第１回苦和会』
が開催されました。参加者は下関商工
会議所青年部０Ｂ会会員１１名、現役会員１０名でした。最高気温３６度と
いう猛暑日の中、暑さを吹き飛ばすほどの白熱したプレーの連続で参加者
の超人的な体力を実感する１日となりました。
そのような激戦の中、
ＯＵＴ４
５・
ＩＮ４６・ＧＲ９１で西川ＯＢが優勝されました。
また、今回はチャリティゴルフとして参加者の皆様にご協力いただき、熊
本地震義援金に充てるために８３，
８００円の募金を行うことができました。
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平成２８年度前期新入会員紹介

淺井 雅紹
㈱メセナネットワーク

新入会員の㈱メセナネットワークの淺井
と申します。今振り返ってみると、入会からま
だ３ヶ月しか経ってないという事実に私自身
驚いております。
それだけ中身が濃い３ヶ月
間だったのだと思いました。様々な行事が
ありましたが、仕事の都合上すべての行
事に参加する事は叶いませんでした。
です
が、下関 YEG の先輩の皆さまと少しずつ
交流が増えていき、話ができる仲間作りが
実践できているのは自分の中でとてもプラ
スになっていると思います。
これからも積極
的に、行事・仲間作りに頑張りたいと思い
ますので、ご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願
い致します。

下関ＹＥＧに入会し数か月がたちまし
た。一番印象に残っているのは海峡ま
つりです。雨の海峡まつりになりました
が貴重な経験をさせて頂きました。
これからも、同期のメンバーと一緒
に積極的に活動に参加して、先輩方に

井藤 智之
ティエムサービス㈱

下関 YEG に入会して数ヶ月経ち、
海 峡まつりや３分 間スピーチなど、
YEG に入会しなければ経験できな
かった事が経験でき改めて入会して
良かったなと思っています。
これからも
積極的に楽しみながら活動に参加して

井上 拓郎
㈲カズショウ

いきたいと思います。今後とも宜しくお
願い致します。

川神 世津子
㈱ K･MARIN

本年度入会させて頂きました。㈱もの

接する機会をいただき感謝しておりま

て頂き人との繋がりを肌で感じた数か

す。人との繋がりを深めながら楽しく活

月でした。
これから YEG 活動を通じ喜

㈱ものばんく

中島 慎一
㈱防長経済新報社

後ともよろしくお願いいたします。

今春下関ＹＥＧに入会し、早数か月を迎え
ました。
この間に、晋作さんひろば、ふぐ鍋販
売、海峡まつり、３分間スピーチ、県青連ソ
フトボール大会など、数々の経験をさせて
頂きました。普段体感しない、一つ一つが
貴重な刺激溢れる経験であり、入会当初
はここまで濃い数か月になるとは思いもしま
せんでした。例会や委員会を通じ、少しずつ
ＹＥＧ活動にも馴染め始めたのも、ひとえに
指導をしてくださっている諸先輩方や、縁
あって同時期に入会致しました新入会員の
仲間達あってです。
これからもどうぞよろしく
お願い致します。

この春、下関ＹＥＧに入会致しました㈱Ｋ・
ＭＡＲ
ＩＮ川神世津子です。早いもので入会
してから海峡まつり、3 分間スピーチ、その
他の行事があり気がつけばあっという間の
数ヶ月間でした。
まだまだＹＥＧの活動につ
いて分からない事も沢山あるのですが諸
先輩方からの温かい励ましや、同期からの
サポートもあり緊張しながらも楽しく活動に
参加させていただいております。
これからもＹ
ＥＧの活動を通して地域貢献や自分自身で
学んでそれを吸収していけたらと思ってます。
会の一員として少しでもお役に立てるよう精
一杯がんばります。今後ともどうぞよろしくお
願いいたします。

せていただきました。多くの先輩方とも

備などを通してたくさんの方と交流させ

感できる会員になれたらと思います。今

今後ともよろしくお願いいたします。

大会」など色々な事業で良い経験をさ

海峡まつりでの夜営・ふぐ鍋の準

佐藤 誠

いきたいと思います。

主な事業から最近では「会員大会萩

ばんくの佐藤と申します。

びや楽しみだけではなく苦しみなども共

いろいろなことを教わりながら成長して

動に参加し、自身を成長させていきたい

寺尾 健治

と思います。
宜しくお願い致します。

㈱ひかりプラス

増井 洋平
司法書士増井洋平事務所

下関 YEG に入会し、まだ数ヶ月ですが、
その間にも海峡まつり、３分間スピーチ、
ＯＢ
会などいろいろな経験をさせていただき、密
度の濃い時間を過ごすことができておりま
す。同期、先輩方含め、青年部に入らなけ
れば決して知り合うことのできないような
様々な経歴、価値感を持った方々と出会え
るのも大きな魅力だと思っています。
自分の
できる範囲で精一杯頑張っていきたいと
思っておりますので、改めましてこれからもよ
ろしくお願いいたします。

