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平成29年度スローガン
半年を振り返って

【会長挨拶】

絆心（きずな）のスローガンでスタートを切った平成２９年度も半年を経過しました。
５月に行われました第３２回しものせき海峡まつり源平まつりでは、３年ぶりに晴天のも
と大会を開催することができ、また多くの観光客・地域の皆様にご来場していただき、
改めて源平まつりの魅力を感じていただけたと思います。ご支援・ご協力を賜りました
関係者の皆様には心よりお礼申し上げます。「ツール・ド・しものせき２０１７」では、
交流人口拡大・地域の活性化のためＹＥＧ会員が今年度も力を発揮してくれ故郷を盛
り上げてくれました。会員大会・下関大会では、来賓の皆様をはじめ多くの県内ＹＥＧ
メンバーに下関に集っていただき大会を盛大に開催することができました。会員大会を
無事終えることができたのも、これからの下関ＹＥＧを担う若き会員が力を発揮してくれ
たからです。４０周年に向け若き力を更に開花させてほしいと願います。
今後も数々の事業を行うなか活動を通し、達成感や感動を会員同士で共感しなが
ら青年部らしく元気よく地域の発展のために活動します。あわせて青年経済人として
研鑽も積んで参ります。最後になりますが、関係者の皆様には引き続きご指導・ご協
平成２9 年度
下関商工会議所青年部
第３8 代会長 重松

力受け賜りますようお願い申し上げます。

直伸

平成２9 年度定時総会・４月例会
「平成２９年度定時総会」

「４月例会・懇親会」

４月１０日
（月）春帆楼に於いて、平成２９年度定時総会が開催されま
した。

引き続き開催された平成２９年度４月例会では、
１３名の卒会者を紹
介し、
感謝状を贈呈しました。

平成２８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
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

また、新しく仲間に加わった平成２９年度新入会員１４名の紹介がさ
れ、
重松会長より会員バッジが手渡されました。

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
行われました。
■第１号議案

その後、会場を宴席に移し、平成２９年度定時総会懇親会が盛大に
開かれました。来賓代表として下関市長の前田晋太郎様よりご挨拶を

平成２８年度事業報告（案）並びに収支決算（案）
につ

頂いた後、来賓及びＯＢの紹介が行われ、続けて定時総会で承認され

いて

た青年部の平成２９年度新体制が紹介されました。

■第２号議案

平成２９年度役員
（案）
について

■第３号議案

平成２９年度事業計画（案）並びに収支予算（案）
につ

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

いて

した。

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

いずれの議案も満場一致で承認され、重松直伸新会長のもと、新体
制が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・しものせき海峡まつり打ち上げ

月例会

員は１１２名でスタートし、「社業の発展」「地域
の発展」を目指して参ります。
また、３年ぶりの晴天で盛大に開催できた第
３２回しものせき海峡まつりの打ち上げを同ホテル
のビアガーデンで行いました。
ご参加いただいた多くの関係者の皆様と笑顔
で打ち上げも終えることができました。

集え！山口県青連 第３１回会員大会ｉｎ下関大会 ～お・も・て・な・し 心に残る大会を！総決起大会！～
テーマで約２０分間の講演をしていただき、その
中で６月２４日に下関で開催する会員大会には「人
と人が出会う場になることを望む」との言葉をいた
だきました。
続いて、総務委員会より会員大会前日準備及び
当日の役割と流れについて説明し、会員大会に
向けて、全員がモチベーションを高めることができ
ました。

自社の強みを磨く経営戦略～ファーストコールカンパニーを目指して～

月例会

経営委員会

する企業であるためには、顧客価値の無限の変
化に対応できるよう、自らビジネスモデルを変化さ
せていくことが何より必要であるということを学びま
した。
業種や規模は違えど経営者の観点で参考にな
るものばかりで、しっかりと学びを活かして、「社
業の発展」
「地域の発展」
を目指したいと思います。

会員交流委員会

という取り組みも行われました。
乾杯後は、吉本興業の山口県住みます芸人
『どさけん』さんと『山口ふく太郎・ふく子』さ
んがゲストとして登場し会場内は歓声と笑いに
包まれました。
終盤は女性会及び青年部ＯＢ会の皆様との
歓談の場となり、親睦を深めるとともに終始笑
顔が絶えない良い例会となりました。

講演「集客！求人！会社・団体PR！～SNS活用の最前線～」

月例会

9

８月８日（火）、春帆楼にて夏の恒例行事
である８月例会「親睦ビア例会」を開催しま
した。
女性会及び青年部ＯＢ会、現役会員合わ
せて１２５名の方々が出席し、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。また、食べ残しを減ら
そうという趣旨から、懇親会の始めと終わりの
１０分間は自分の席を立たず、料理を楽しむ

担当

担当

8

７月１０日（月）、春帆楼にて７月例会『自社の
強みを磨く経営戦略 ～ファーストコールカンパニー
を目指して～』を開催しました。
株式会社タナベ経営九州本部長 高島健二氏
を講師にお迎えし、日本を取り巻く現下を踏まえた
これからの経営の在り方についてご講演いただき
ました。
企業経営の原理原則として「会社は潰れるよう
にできている」ということで、持続的成長を実現

親睦ビア例会

総務委員会

月例会

7

６月８日（木）、春帆楼にて６月例会「集え ! 山
口県青連 第３１回会員大会ｉ
ｎ下関大会 ～お・
も・て・な・し 心に残る大会を ! 総決起大会 ! ～」
を開催しました。
例会には金子幸次郎山口県商工会議所青年
部連合会会長（県青連会長）と、土井会長をは
じめとする防府商工会議所青年部（防府ＹＥＧ）
の方々に参加していただきました。
金子県青連会長に「山口県青連とは」という

担当

6

５月８日（月）、下関グランドホテルで５月例会
を開催しました。４月に入会された１４名の新入
会員の３分間スピーチと、第３２回しものせき海
峡まつりの打ち上げを行いました。
新入会員３分間スピーチは、緊張されている
方から、余裕をもって笑いのあるスピーチを行う
方まで、個性のある方々が入会されました。半
年間、会員研修委員会のメンバーとして下関Ｙ
ＥＧを学んでいきます。平成２９年下関ＹＥＧの会

会員研修委員会
担当 地域活性化委員会

担当

広報委員会

月例会

９月８日（金）、下関商工会館にて９月例 「②ビジネスへの活用事例・集客事例・求
会「集客！求人！会社・団体 PR！～ SNS 活 人事例」、「③YEG への活用案 ・イベント等
用の最前線～」
を開催しました。講師として、 の情報発信・会員募集」という内容で行われ、
サラブレッズ合同会社 宮野秀夫氏をお招 近年の SNS の発展やスマホの普及が進む中
きし、社業や団体において SNS を利用し での情報発信のあり方をさまざまな視点で学
た効果的な情報発信の活用法についてご ぶことが出来ました。さっそく翌日から実践す
講演頂きました。
る会員もいるなど、実りのある有意義な例会と
講演は、「①SNS 文化の変遷・ホーム なりました。
ページの時代から現在のトレンド、今後 」、
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済州商工会議所青年部会姉妹締結事業

済州商工会議所青年部会来関
９月２日
（土）済州商工会議所青年部会の皆様（総勢２２名）
に
ご来関いただきました。
福岡空港にてお出迎えし下関へ移動。昼から
「海鮮酒家 敦煌」
にて両会による食事会が行われ、午後からは「春帆楼」にて両会
の今後の活動について合同会議を行いました。
その後に行った懇
親会では会長を経験されたＯＢにも参加していただき、
より一層親
睦を深める事ができました。
また翌日には下関ＹＥＧ会
員企業である住吉工業株式会社（前田採石場）
の会
社訪問を行い、
午後からは記念事業として両会から下関市中央図書館
へ本の寄贈式を行いました。
２日間を通して済州商工会議所青年部会の皆様と相互に親交を深
める事ができ、
より良い関係構築に寄与する事ができました。

三団体交流事業（下関商工会議所青年部・下関市商工会青年部・下関青年会議所）

第5回三団体交流事業 ホタル舟乗船観覧会
６月１０日
（土）、第５回となる三団体交流事業を開催。今年度は
下関市商工会青年部の企画にて、
一の俣温泉グランドホテルで行
われ、下関商工会議所青年部からは２４名が参加し、有意義な交
流ができました。
豊田町観光協会副会長の伊藤孝之氏による
『ホタルが繋ぐ心
の教育』
というテーマで講演が行われ、地域全体で取り組む観光
事業を学びました。
その後の懇親会で親睦を深め、
最後には
『ホタ
ル舟』
に乗船させて頂き、
たくさんの蛍が川の両岸を飛び交う幻想
的な景色を体験することができました。

委員会活動

公開委員会会員研修

７月２４日
（月）新入会員が所属する会員研修委員会の研
修の一環として、下関ＹＥＧＯＢを講師に招いての公開委員
会を開催しました。会員４２名とオブザーバーも参加し、
スキ
ルアップを図るとともに新入会員と親睦を深めました。
『ゼロイチ思考のススメ～
“生み出せる人”
になるために！
～』
というテーマで、
下関ＹＥＧ第３１代会長を務めた濵﨑康一ＯＢによる講演でした。
下関ＹＥＧの同好会として発足したよさこいチーム
「馬関奇兵隊」の活躍をはじめ、
ＹＥＧ活動で実
現できる夢の話を聴いて、
目を輝かせる会員も多くとても有意義な時間でした。

山口県商工会議所青年部連合会事業

第1回会長会議

担当者会議 親睦ソフトボール大会 宇部大会

４月８日
（土）、防府市にて
「平成２９年度 山口県商工
会議所青年部連合会 第１
回会長会議 担当者会議」
が開催され、下関ＹＥＧから
１６名が参加しました。会長会
議では今年度の事業計画書
（案）
などについて協議され、
また、担当者会議「大名刺交
換会」では他単会の会員との
交流を図ることができました。
その後の懇親会では、
５月３日に開催する
「しものせき海峡まつり
・源平まつり」
と、
６月２４日に開催する会員大会のＰＲを行いました。

５月２８日
（日）、
「山口県連親
睦ソフトボール大会 宇部大会」
が開催され、
下関ＹＥＧから総勢
２２名が「ヤングチーム」
「オール
ドチーム」の２チームに分かれて
参 加しました 。残 念ながら両
チーム共１回戦で敗退しました
が、
県内の他単会の会員の方々
や下関ＹＥＧの会員同士で親睦
を深めることができました。
また、
当日は試合に先立ち、下関ＹＥＧが主管となって６月２４日に開催する会員大会
のＰＲをしっかりと行いました。
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山口県商工会議所青年部連合会事業

第31回会員大会

下関大会

６月２４日
（土）、下関市民会館にて１０年
ぶりに下関YEG主管による
「平成２９年度山
口県商工会議所青年部連合会 第３１回
会員大会 下関大会」
を開催し、県内の各
単会より３２３名、
ご来賓２６名、合計３４９名
のご参加を頂いて盛大に終えることができま
した。
午前はシーモールホールで第２回会長会
議及び会員アワーを開催しました。会長会議では、
前年度の事業報告や今年度の計画、
規約の一部変更
などが議案となりました。会員アワーでは、
日本商工会議所・商工会議所青年部の歴史、
成り立ちなどをクイ
ズ形式で行い、
県内１４単会の会員が一緒になって知識向上を図りつつ交流を深めることができました。
午後からは下関市民会館に移動し、会員総会、式典及び記念講演を行いました。会員総会では、前年
度の事業報告承認などの議事を行いました。式典では、
県青連表彰などを行うとともに次年度開催地発表
では光で開催されることを発表しました。記念講演では、
『「叱る」
と
「怒る」の違い』
という演題でテレビプロ
デューサーの菅賢治氏に講師をしていただき、演題の内容
だけでなくテレビ番組プロデューサーならではの仕事に対す
る想いや制作の裏側を楽しく話していただきました。
その後、
シーモールパレスで大懇親会を開催し、下関なら
ではのふく刺しや瓦そばをはじめ美味しい料理や地元の日
本酒を堪能しつつ、
またベリーダンスを鑑賞しながら、
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。

会員大会全般の準備を担った、実行委員長の
戎屋総務室長及び総務委員会所属の会員▼

私が大会実行委員長のお話を頂いたのが約半年前…
初めは４人でのスタ－トでした。副実行委員長の川崎君・総務委員長秋森君・
副委員長の末次さん。４人で３ヶ月間不安だらけの毎日でした。
４月に入り総務委員会あわせ１３名、少し心強くなり時間だけが過ぎていく。
６月に入ると毎日・毎日委員会を重ね夢にまで委員会が…
当日を迎え朝の集合時間、約７０名の下関ＹＥＧのメンバ－が集まってくれました。
その光景を見て、思わず涙が出そうでした。（こんなにもたくさんのメンバ－が助
けてくれる、仲間がいる…）
大会が無事終了し、沢山のＹＥＧメンバ－に助けられた事が１６年間活動を続け
てきて本当に良かったと思いました。私自身も一皮剥けた？かなっと思います。
皆さんに心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

第31回会員大会下関大会
実行委員長

戎屋 章弘

日本商工会議所青年部連合会事業

平成29年度日本YEG第1回中国ブロック会長会議
４月２２日
（土）
、
広島県三次市にて平成２９年度日本ＹＥＧ第１回中国ブロック会長会議が開催され、
重松会長が参加しました。総会では、
平成３０年度中国ブロック大会が防府ＹＥＧに決定するなどをはじ
め、
議案は円滑に承認されました。
グループディスカッションでは「地域を越えた交流連携について」～中
国ブロックの距離感をもっと近くに～の目的のもと
「災害時担当ＹＥＧ組み合わせ表」
をツールに、他ブ
ロックＹＥＧの交流意識の向上について話し合われました。懇親会では、
中国ブロックや山口県青連の
仲間と単会運営の話題で懇親を深めることができました。

第35回中国ブロック大会
９月３０日
（土）
、
広島県三次市にて日本商工会議所青年

三次大会

部第３５回中国ブロック大会が開催され、
１４名が参加しま
した。大会登録者数１,６６８名の熱い想いに包まれた式典
があり、次年度開催地の防府ＹＥＧの紹介もありました。午
後からは、
「 辛いもんスタジアム」にて、三次ＹＥＧの取り組
みを感じながら飲食を楽しみ、
その後、
特別分科会に参加
し、
リオ五輪競泳金メダリスト
・金藤理絵選手の貴重な講演を聴くことができました。大懇親会で
は、三次ＹＥＧのおもてなしの中、
中国ブロックの仲間たちと有意義な交流を行えるなど、大会を
通して素晴らしい一日となりました。
─5─

３年越しの晴天にも恵まれ、過去最多の来場者数！
関門連携のもと皆の力がひとつになり、ふく鍋も見事完売！
！

第32回 しものせき海峡まつり 源平まつり

ふく鍋

Youtube にて動画配信中▶
【公式】
しものせき海峡まつり 源平まつり

第１1回ツール・
ド・

しものせき2017

５月3日
（水）
、
ゴールデンウィーク晴天のもと、
第３２回しものせき海峡まつりを開催しました。
毎年恒例の名物スーパージャンボふく鍋は

大好評につき約２,０００杯を完売。会場内にはちびっこブースやグ
ルメ屋台村の出店もあり、
多くの人でにぎわいました。

武者行列

グリーンモール
や唐戸周辺で武

者行列や源平船合戦も開催しました。
特に唐戸周辺の武者行列には騎馬
武者や門司からの源氏武者も加わり、
観光客の皆様にも大変喜ばれました。

源平船合戦では、関門海峡を約
８０隻の船と約１００名の参加者によ

源平船合戦

り行った海上パレードはとても勇壮
な航行でした。

ステージ

メインステージ
は、源平にちなん
かちどき

だ源平もちまきや、源氏・平家の勝鬨など
ステージイベントを多数開催し、会場を大
いに盛り上げました。
ステージのフィナーレには、上臈道中外
八文字。絢爛豪華な５人の太夫が海峡を
バックに艶やかにステージを舞い人々を魅
了し、
源平まつりは閉会しました。
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地域活性化委員会
委員長

５月３日
（水）
『 第３２回しも
のせき海峡まつり 源平まつ
り』
を素晴らしい天候のもと無
事開催できましたことを感謝
申し上げます。来場者数にお
いては、
しものせき海峡まつり
全体で４０万人と過去最高を
記録し、源平まつり会場で販
売しましたスーパージャンボふ
く鍋においても２,０７０杯と過
去最高の販売杯数を記録し
会場の熱気と賑わいのすご
さを実感するまつりとなりまし
た。最後にこのような素敵な
まつりが開催出来ましたのも
関係各所の方々並びにボラ
ンティアスタッフの方々のご
支援ご協力、下関ＹＥＧの皆
様のおかげです。ありがとうご
ざいます。

北岡 良浩

源平まつり
副実行委員長

今年も準備段階より、青
年部のメンバーは元より市
役所観光政策課をはじめ、
ボランティアで活躍して頂い
た方々や関係諸団体から多
大なるご支援ご協力を頂き、
今回のまつりを無事成功に
収めることが出来ました。改
めて感謝申し上げます。
次回の『第３３回しものせ
き海峡まつり・源平まつり』
が
更に誇れるものになるよう笑
顔と感謝の気持ちを忘れず、
下関商工会議所青年部一
同、精一杯がんばります。今
後とも、
より一層のご支援ご
協力をよろしくお願い申し上
げます。

中尾 宏至

源平まつり
実行委員長

青松 永哲

ご協賛、
ご協力いただきました関係者の皆々様に御礼申し上げます。
関係者各位の熱い思いを
繋ぎ続け迎える事ができまし
た５月３日、皆 様の気 持ち
全てを表したような素晴らし
い天候の中で『第３２回しも
のせき海峡まつり・源平ま
つり』を開催する事ができま
した。
この度のまつりは市観光
政策課の皆様をはじめ関係
諸団体の皆様、ボランティ
アの皆様、そして何より下
関ＹＥＧの仲 間 達のおかげ
で大成功に導く事ができたと
思っています。
あらためまして皆様へ心よ
りの感謝を申し上げます。あ
りがとうございます。

・

第11回 ツール･ド･しものせき 2017
５月２１日
（日）
、
ツール・
ド・
しものせき２０１７は、
下関商工会議所青年部
の重松直伸会長が大会実行委員長を務め、
晴天の中で盛大に開催
することができました。
エントリーのコースは、
ロング
（約１３０㎞：定員１,３００名）
とショート
（約
４５㎞：定員３００人）
があり、
下関の素晴らしい景観に加え、
各エイドポイ
ントでのたくさんのボランティアによるおもてなしもあって、
年々人気が高
まっています。
ｗｅｂの申し込みでは、
３０分経たずに定員に達するなど、
今では下関海響マラソンに次ぐ下関市のスポーツイベントとなっていま
す。
メンバーは、
主に受付・ゴールチェック・ふく鍋で力を発揮。
その他、
飲
食ブースやおもしろ自転車コーナーなど、
家族で楽しめるイベントなども
あり、
「サイクルタウン下関構想」
を感じさせるイベントとなりました。

その他参加事業

関門海峡花火大会
2017

下関

花いっぱい計画

６月４日
（日）、会員２０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。
今回担当した場所は、
下関商工会議所前
と唐戸交差点近くでした。約２時間の作業で
ゴミ袋３０袋分の草抜きと、
花壇の整備と花の
植え付けを終えました。
すごくいい天気の下、皆さん汗だくになり、
でも笑顔いっぱいで下関の街を綺麗にする
ことができたと思います 。参 加メンバーの
方々、
大変お疲れ様でした。

８月１３日
（日）
、
下関と門司の３０回目の共同開催
となる
『第３３回関門海峡花火大会』が開催され、
下関商工会議所青年部から重松会長をはじめ１６
名が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。
下関側で４５万人、門司側と合わせて約１０５万
人という大勢の方にお越しいただき１万５千発の花
火を楽しんでいただけました。

第40回馬関まつり

平家踊総踊り大会
８月２０日
（日）、下関の夏を締めくくるイベント
「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
ぐるみによる仮装して踊ったり、
とても有意義な夜に
なりました。
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。踊りに参加したメンバー及びご家族の
皆様、
お疲れ様でした！

同好会

苦和会

７月２日
（日）
、
レークスワンカントリー倶楽部にて「平
成２９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ＯＢ会会員１３
名、
現役会員１２名が参加しました。晴天の下、
和や
かな雰囲気で行われ、
高山ＯＢがさすがの腕前で見事、
優勝されました。
お暑い中皆さんお疲れ様でした。次回も白熱した戦いに期待してます。
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穴見 俊一
㈱じあい

木村 芳雄

はじめまして、株式会社じあいの穴見俊一と申します。
私がYEGへ入会を決めた大きな魅力は、
その多様性
にありました。
同じ目標に向かって、異なる職種の会員が力を合わせ
て１つの事を成し遂げていく過程は本当に面白く、楽しい
です。多くの仲間もでき、入会して良かったと思っています。
これからの新たな出会いにわくわくしています。

今年入会させていただいた木村です。入会してす
ぐにしものせき海峡まつりなど大きなイベントがありふ
く鍋を２,０００杯売るなどきつかったですが大変いい
経験ができました。
これからもなるべくイベントには参
加して人との繋がりを広めていきたいとおもっていま
す。今後ともよろしくお願いいたします。

Reon

佐藤 礼哲

富村 義隆

新入会員の株式会社リハピスの富村と申します。新入会員とし
て海峡まつりふく鍋づくりや３分間スピーチなど様々な経験をさせ
ていただきありがとうございます。喜志永委員長をはじめ清水副委
員長には多くの励ましのお言葉をいただき、身の引き締まる思いで
ございます。先輩会員みなさまのご期待に応えられるよう、一日も早
く活動に慣れて、一生懸命頑張らせていただきます。わからないこ
とについて、いろいろとお聞きする事があるかと思いますが、ご指導
のほどよろしくお願いいたします。これからもよろしくお願いします。

原 博明

私がYEGに入ってよかった点は、
３点あります。⑴海峡まつりを
通じて、地元下関の活性化を草の根レベル（縁の下の力持ち）で
貢献できた点。⑵スローガンである「絆心」の通り、会を通して同
期会員、先輩会員との深い濃い繋がりができた点。⑶３分間ス
ピーチや行事を通し、内外問わず自身の事業を知ってもらえた点。
今後とも以上の３点を大前提に行事に積極的に参加していき
たいと考えています。Harapeco並びに原を今後ともよろしくお願
いします。

藤村 真琴

今春下関ＹＥＧに入会させていただきました、町の水道屋さんでお
なじみの有限会社冨田工務店の藤村真琴と申します。早いもので、
あっという間に４ヶ月が経ったと同時にとても中身の濃い月日を過ご
させていただきました。海峡祭り、
３分間スピーチ、ツール・ド・しものせ
き、会員大会、海峡花火大会等の大きなイベントに参加してＹＥＧと
して貴重な経験をさせていただき本当に勉強になりました。
これからも同期のメンバーと切磋琢磨しながら、先輩方の姿をお
手本に突っ走ってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

㈱リハピス

カフェ＆ダイニング Harapeco

㈲冨田工務店

小瀬良 尚徳

新入会員の小瀬良と申します。
ＹＥＧに入会して
数ヶ月が経ち、海峡まつりや３分間スピーチなどの貴
重な経験をさせていただきました。仕事の都合上、
す
べての行事に参加することはできませんが、青年部を
通じて人として一つでも上のステージにへ上れるよう
に意識しながら色々なことに
「挑戦」
していきたいと思
います。
ご指導・ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

嶋﨑 豊人

この度下関YEGに入会いたしました社会保険労
務士の嶋﨑と申します。入会してまだ５ヶ月ですが、
たくさんの仲間ができ、
また多くの貴重な体験もさせ
ていただきました。これからも仲間と楽しみながら、
YEGのため、
そして地域のために活動していきたい
と思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。

阿部土地家屋調査士事務所

㈱うお萬

下関グランドホテルで、結婚式や宴会を担当して
おります、佐藤 礼哲と申します。礼儀の礼と、哲学の
哲と書きまして、
あきのりと読みます。難しい読み方
の「あきのり」
で覚えてください。
これまで先輩方が情
熱を注いできた、下関YEGの歴史と伝統を継承し、
発展させていきますので、
どうぞよろしくお願いいたし
ます。

下関グランドホテル㈱

阿部 隆昌

下関YEGに入会して、
まだ数ヶ月ですが、海峡ま
つり、
３分間スピーチ、会員大会などの行事に参加し、
大変貴重な経験をさせていただきました。
これからも
できるだけの行事に参加し、多くの先輩方、同期の
仲間とより一層の交流を図りたいと思います。
そして
YEG活動に参加することによって、
自分自身の成長
にも繋がるよう頑張りたいと思います。

あいわ社会保険労務士事務所

濵田 和彦

㈱ワールドジャパン

平田 由一
平田商会㈲

山﨑 隆規

㈱まるまさ

下関ＹＥＧに入会し、様々なイベントなど経験させて
いただき、
あっという間に約５ヶ月が経過しました。重松
会長をはじめとする現役会員の方々にもとても優しく接
していただき、同期会員とも仲良くさせてもらい、本当に
楽しい青年部活動を送らせてもらっています。僕は新入
会員なのに大半の方々より年上という、皆さんに大変
気を使わせる存在であることは自覚しておりますが
（笑）、
卒会までの短い間、
どうぞよろしくお願いします！

４月に入会してから各種イベントに参加させていた
だき、いろいろな経験をさせていただいております。
YEGは、今まで知り合うことがない職種の方々とも
知り合うことができるこれ以上ない機会だと思ってお
ります。YEG活動を通じて自分自身成長していけた
らと考えております。
よろしくお願いいたします。

医療法人愛の会 光風園病院

本年度入会しました、株式会社まるまさの山仲と申
します。入会して数ヶ月経ちましたが印象に残ってい
るのは海峡まつりのふく鍋、
３分間スピーチです。普
段経験しない事を経験できたことに感謝し、今後の
活動も頑張っていきたいと思います。

山仲 雅史

この度、下関ＹＥＧに入会しました株式会社ワー
ルドジャパンの濵田と申します。
入会して数ヶ月経ちますが、海峡祭り、
３分間ス
ピーチ等色々な事業に参加して自分自身の修練と
なりました。入会して本当に良かったと思います。こ
れからもＹＥＧ活動を頑張っていこうと思います。

山村 慶一
美豚屋 慶

入会後あっと言う間に半期が過ぎ、仕事が忙しく
なかなか参加できていないのが現状ですが、
３分間
スピーチなど日頃では経験できない事を色々経験さ
せていただいております。
残りの半期は各委員会への配属があり、
また新し
い事を経験できるので楽しみでいっぱいです。

