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平成29年度スローガン
【会長挨拶】

1 年を振り返って

平成29年度、
絆心（きずな）
のスローガンのもと1年間YEG活動を展開して参りました。
無事に終えることができ、関係各位の皆様、会員の皆様に感謝申し上げます。5月のしも
のせき海峡まつりでは3年ぶりに晴天のもと大会を開催することができ、
過去最高の40万
人を超える来場者数を記録することができました。
第31回会員大会では、
山口県内の他単会よりたくさんの会員に下関に集っていただ
き盛大に会員大会を開催することができました。無事に終えることができたのも次世代を
担う若き会員が力を発揮してくれたからです。40周年に向けて今後も会の中心で躍動し
てくれることを強く願います。
また、
「TeamYAMAGUCHI」～十四の志をひとつに～の
もと山口県青連事業にも積極的に会員が参加してくれ、
山口県内14単会の絆心も深め
ることができました。
姉妹締結を結ぶ済州商工会議所青年部会との共同事業も今後は新たな展開を迎
えようとしています。両会の交流が友好関係を築く懸け橋に希望ある地域の発展に繋が
ればと思います。
2018ツール・
ド・しものせき、下関海響マラソンでは活動に参加することで改めて、
ふる
平成２9 年度
下関商工会議所青年部
第３8 代会長 重松

さと下関の魅力を感じることができました。平成30年度も山﨑会長のもと、会員がさらに

直伸

団結し地域の希望ある発展・活性化に力を発揮して参ります。最後に1年間ともに会を
支えてくれた理事の皆様には心から感謝申し上げます。

12月例会・臨時総会及び忘年会
12月8日(金)、平成29年度下関商工会議所青年部12月例会・臨時総
会及び忘年会を下関グランドホテルにて開催しました。
臨時総会では、安井英貴議長のもと次年度新会長の選出が行わ
れ、
山﨑早緒吏副会長が満場一致の拍手で、
平成30年度第39代会長
に承認されました。
その後、会場を移して開催した忘年会では、重松会長、
山﨑次年度
会長より力強い挨拶が行われました。
また、
下関市長の前田晋太郎様をはじめとする大勢のご来賓や青年
部OBの皆様から沢山の祝辞や激励のお言葉をいただき、親睦を深め
ると共に新年を迎えるに相応しい、
素晴らしい忘年会となりました。
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例会レポート

10月10日
（火）
、
シーモールパレスにて地域活性
化委員会による10月例会「仲間に学ぼう
！地域活
性化事業熱い思い！」
を開催しました。
県内他単会が開催している地域活性化事業
がどのように実施・運営されているかを学ぶため、
山陽YEG及び長門YEGの方々にお越しいただ
きプレゼンテーションを行っていただきました。
山陽YEGには「お祝い夢花火」を、長門YEG
には「ちびなが商店街」
を取り上げていただき、
そ

月例会
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「仲間に学ぼう！地域活性化事業熱い思い！」

担当

れぞれの事業のコンセプトや歴史、運営上の工
夫などを学ぶことができました。
プレゼンテーション
後の質疑応答では、多数の会員が質問を行うな
ど、
会員の関心の高さがうかがえました。
例会後の懇親会では、山陽YEG及び長門
YEGの方々にもご参加いただき、個別に話を伺う
ことができ、
また懇親を深めることができました。
また、当日は後期新入会員5名の紹介が行わ
れ、
重松会長より会員バッジが手渡されました。

「新入会員3分間スピーチ」
・
「山口韓国青年商工会との交流例会」

11

会員研修委員会
担当 広域連携委員会

また山口韓国青年商工会との交流例会として
下関YEGと山口韓国青年商工会の交流の歴史
や各組織の委員会、活動内容が紹介されまし
た。韓国青年商工会は全国に12拠点あり会員
約400名で活動しているなど各組織の状況や成
り立ちに関する紹介もありました。
また懇親会で
は理事の紹介や腕相撲大会などのイベントもあ
り、
より親睦を深め合うことができました。

月例会
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11月8日
（水）、
シーモールパレスにて11月例会
を開催しました。
会長挨拶では今回の新入会員3分間スピーチ
について触れ、
「 人前で話すのは緊張するがそ
れも自己研鑽です」
と激励がありました。新入会
員3分間スピーチでは個性あふれる5名のスピー
チが行われ、
これから下関ＹＥＧとして活躍が期
待できるメンバーが増えたことを心強く感じまし
た。

地域活性化委員会

「みんなの知らない本当の日本経済とお金の話」

担当

国際委員会

月例会

１月9日
（火）
、
下関グランドホテルにて「みんな てくださり、
あっという間に時間が過ぎました。
の知らない本当の日本経済とお金の話」という

少子高齢社会が進むことで、今まで日本の

テーマで1月の例会を開催しました。講師として

未来に不安を感じることもありましたが、
まだま

テレビ等で全国的に有名な経済評論家の三橋

だ日本経済が発展していける可能性があるこ

貴明氏をお招きし講演していただきました。

とを知りました。仕事をしっかりと頑張り、公私で

通常の例会時間より30分早く開始し、講演 しっかりとお金を使って、社会でお金が循環す
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時間は120分でしたが、
難しい経済やお金の話 る一助となるよう頑張っていきたいと思います。
をかみ砕いて分かりやすく、
そして楽しく説明し

「市民力・組織力・地域力がある下関の底力」

会員研修委員会

講演の内容は観光に限らず各企業においても活
用できるものであり、徹底した情報収集（マーケティン
グ）
によるビジネスチャンスの発見や、
目的を達成する
にはどうしたらよいかを意識し、かつ行動に移すこと
で、企業の業績向上を図ることができることを実感し
ました。
和田氏の熱意あるお話により、90分という講演時
間がとても短く感じられました。
今回の例会は、例会に参加した各会員が自企業
の発展に役立つヒントを得られるよい機会になりまし
た。

月例会
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2月8日
（木）、下関商工会館にて会員研修委員
会担当による2月例会を開催しました。
「郷土づくり
（まちづくり）」をテーマに、
「 市民力・組
織力・地域力がある下関の底力」
という演題で株
式会社寿美れ代表取締役社長和田健資氏にご
講演いただきました。
下関の潜在的な魅力を発掘し、
それを活性化さ
せていくためには、温故知新の精神を基礎とした
マーケティングによる情報収集を行うことにより、理
論武装された施策を実行していくことが必要であ
るということを学びました。

担当

『平成29年度卒会式～贈る言葉～』

月例会

3月8日
（木）、下関グランドホテルにて常任理
事による3月例会『平成29年度卒会式～贈る言
葉～』
を開催しました。
卒会式は重松会長による卒業証書授与に始
まり、山﨑副会長による乾杯の後、卒会者ひとり
ひとりへのビデオレター
（祝辞メッセージ）
を鑑賞
しました。
ビデオレターでは、
各卒会者にゆかりの
ある人物が登場し、YEG活動での功績や面白
エピソード等が披露され、会場内が大変盛り上
がりました。戎屋室長による送辞では、情感のこ
もった温かい言葉を各卒会者に贈り、
その後卒
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担当

常任理事

会者ひとりひとりから答辞をいただきました。答辞の
中で入会から卒会までの思い出やYEG活動の大
切さ等、
後輩に贈る思いの詰まった話を聞くことが
できました。下関商工会議所青年部の会員間の
絆の強さを感じることができる感動的な例会となり
ました。
大﨑誉博くん、梶原健一郎くん、斎藤英樹くん、
清水浩二くん、新内竜太くん、空田充弘くん、
田中
粛己くん、西田吉輝くん、福田忠史くん、安井英貴
くん、
本当におめでとうございます。

委員会活動

家族親睦会「もーもーらんどバスツアー」

10月14日
（土）
、
福岡市南区にある
「もーもーらんど油山牧場」
にて家族親睦事業を開催しました。YEGメンバーをはじめ家族
や友人など、大人34
名と子供21名の計55
名で賑やかなバス旅
行となりました。YEG
活動で家を空けることが多く心配をかけている家族に、
どのような仲間と一
緒に活動しているのかを知ってもらえる良い機会となり、
また会員同士の親
睦も深まりました。

公開委員会『身を守る技術、
合気道体験会』

公開委員会『聴覚障がい者への
理解とコミュニケーションについて』

10月25日
（水）
、
山口県立下関武道館にて、
国際委員会の公開委員会『身を
守る技術、
合気道体験会』
を開催しました。
合気道祥平塾下関道場の松野秀雄師範（6段）
と白石委員長をはじめとす
る道場生の皆様13名、
下関ＹＥＧから29名の会員が参加しました。講師及び道
場生の指導の下、
準備体操から始め、
合気道についての説明と実際の稽古を
二人又は三人一組で体験しました。道場生に分かりやすく丁寧に指導してい
ただきましたが、不慣れなメンバーの動きをお互いが指摘しあい会場は笑顔で
溢れました。
日頃、見る事ができない演武や体験する事もできない「合気道」に
身 近に触 れる事
ができ、大変貴重
な体 験になりまし
た。

11月17日
（金）、下関商工会
館にて公開委員会「聴覚障が
い者への理解とコミュニケーショ
ンについて」
を開催し29名のメン
バーが参加しました。
下関市聴覚障害者福祉協会
の北本秀樹会長・田丸隆宏副
会長をはじめ、下関手話青い鳥
の会の皆さんを迎えご講演いただきました。
聴覚障がい者の方の「聞こえない」
ことへの想いを伺う事で聴覚障がいへ
の理解を深めることができ、
また手話の基本を学んだことで、青年部活動や社
会生活の中で聴覚障がい者とどのようなコミュニケーションを図る事ができるの
か考える出発点になりました。

公開委員会『インターネットで集客・求人』SNS超実践セミナー

12月19日
（火）
、
下関商工会館にて、
広報委員会による公開委員会「インターネットで集客・求人」SNS超実践セミ
ナーを開催しました。
サラブレッズLLC 集客コンシェルジュの宮野秀夫氏を講師に迎え、
下関
YEG32名、
オブザーバー10名、
計42名が講演に参加しました。
会社を経営していく上で繁盛店へと導くポイントを教えていただき、
講演中
にもSNSに投稿してみるなど、
実践的でよりわかりやすかったです。
また、
これからの時代はインスタグラムなどといったSNSを上手く利用すれ
ば集客も求人もできるということで、
インスタグラムを使った投稿の方法なども
詳しく教えていただきました。

公開委員会『ゼロイチセミナー』

公開委員会『源平壇ノ浦合戦の史実』

1月18日
（木）
、
下関商工会館にて会員研修委員会による公開委員会『ゼロイ
チセミナー』
を開催しました。
講師として下関ＹＥＧ第21・22代会長の冨永洋一氏をお招きし講演していた
だきました。
講演内容は『ＹＥＧとし
ての誇り』
と題し「ＹＥＧと
は」
「リーダーの条件」
「人
材づくりのコツ」
「地域の活
性化」
「日本人としての誇
り」
「夢の実現」
「ＹＥＧの
皆 様 へ 」と多くの内 容を
「ＹＥＧ維新塾」
「にぎわい
タウン」など過去の事業を
振り返りながら講演してい
ただきました。

2月5日
（月）
、
赤間神宮龍宮の間にて、
広報委員会が企画して赤間神宮・水野
直房名誉宮司に講話をいただきました。
源平の歴史を学び、それを一般の
方々に伝えていくという趣旨で行いまし
たが、水野名誉宮司ならではの源平合
戦の背景や源平の歴史に由来した地
域名や言葉などの語源、
しものせき海峡
まつり
・源平まつりに携わっている私たちにとって終始興味深い内容であっとい
う間に時間は過ぎました。
あら
ためて知らないことが多くあ
ることを認識しました。
講話を映像で記録したの
で、今後、一般の方々にも郷
土の歴史を伝えていけるよう
活用していきます。
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委員会活動

女性会・OB会親睦事業「マグロ解体ショー」

2月23日
（金）、
シーモールパレスにて女性会・ＯＢ会親睦との事業を行い
ました。
今年はアトラクションとして、
マグロ解体ショーを行い、
滅多に見ることので
きない迫力の解体の風景や大トロ・
中トロ・赤身を食べ比べ舌鼓を打ち
ながら大いに盛り上がりました。
日頃から大変お世話になっており
ます女性会、
ＯＢ会の皆様とより一層
懇親を深めることができました。

下関YEG版地方創生事業報告 公開委員会「認知症サポーター養成講座」
2月11日
（日）、下関Ｙ
ＥＧ版地方創生事業に
関する視察調査として
茨城県つくば市に行き
ました。 経営委員会の
メンバー5 名 が「セグ
ウェイシティーガイドツ
アー」に参加し、講習と
観光ツアーを行いまし
た。最初はぎこちない操作が講師の指導の下、全員が自在に乗りこな
せるようになりました。観光ツアーでは天気も良く、
自然の風を感じなが
ら公道や公園を走り、
セグウェイを楽しみました。
その後、
ツアーガイドの
大久保氏とセグウェイ
ジャパンの柿 澤 氏に
聞き取り調査を行い、
セグウェイの魅力・可
能性など教えていた
だき、下関での事業化
についての手 応えを
感じました。

3月1日
（木）、
ケアタウン山の田にて会員
交流委員会主催の公開委員会 「認知
症サポーター養成講座」
を開催し、
安岡・吉
見 地 域 包 括 支 援センターから山本セン
ター長をはじめ計3名の講師に講演してい
ただきました。
下関市における高齢化率は30%を越
え、
同時に増加していく認知症の方々やそ
の介護者が安心して暮らし続けることので
きる地域づくりを推進するために、
青年部と
して認知症に関する正しい知識の習得と
理解を深める為のよい機会になりました。

下関市社会福祉協議会へ寄付
平成29年度社会福祉事業の一環として、下関商工会議所青年部
が開催した各事業やゴルフ同好会「苦和会」においてチャリティー募
金を行いました。
ご協力いただいた結果、
合計で117,010円を集めるこ
とができました。3月23日
（金）、重松会長と高山専務理事が下関商工
会議所青年部を代表して下関市社会福祉協議会へ伺い、募金して
いただいた浄財を寄付しました。

同好会

苦和会 ゴルフ場にて開催しました。

２月２５日
（日）
、
今年度第２回となる苦和会を厚狭

OB会員９名、現役会員１０名が参加し、心配されていた天気も最
後まで雨が降る事もなく素晴らしいコンディションで行え、
ゴルフを通し
て懇親を深めることができた良い1日となりました。優勝は喜志永会員
でした。
また懇親会を酒井商店にて行い美味しい料理とお酒でより深い絆
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山口県商工会議所青年部連合会事業

第18回山口県商工会議所青年部連合会 親睦ゴルフ大会 徳山大会

11月23日(木)、
「第18回山口県商工会議所青年部連合会 親睦ゴルフ大会 徳山大会」が開催され、
下関YEG
からは重松会長をはじめ10名が参加しました。天候にも恵まれ、
他単会のYEGメンバーとゴルフを通じて交流を深める
事ができました。
またゴルフをしないメンバーもバスツアーに参加し、
徳山動物園などに行き楽しい時間を過ごしました。
プレーの結果は第80位に田中
（秀）監事が入賞し、
アトラクションのヘッドスピード大会では、
第1位に水谷副委員長、
第
3位に高山専務理事が入賞しました。徳山YEGの方々のおもてなしの心がとても温かく感じる一日となりました。

第3回会長会議・第2回会員アワ－

臨時総会並びに第4回会長会議・第3回会員アワ－

12月16日
（土）、山陽小野田市にあるセント
ラルホテルにて、小野田YEGが主管し開催さ
れた平成29年度山口県商工会議所青年部
連合会第3回会長会議・第2回会員アワ－に、
下関YEGから7名が参加しました。
会員アワーでは、
「ご当地うまいもの自慢」
と
題して、
各地域の名産品を持ち寄りPRするこ
とで、
県青連メンバー個々が各地域の名産品
を理解し、山口県全体をPR出来るようにという企画で
した。下関YEGは石川会員が鯨の加工食品をPRし、
その後には、各単会と交流しながらの試食会もあり大
盛況となりました。懇親会も合わせ、
熱意ある県内の他
単会の仲間と親睦を深められました。

3月3日
（土）
、
萩市にある千春楽 別館 味楽
亭にて、萩YEGが主管し開催された平成29
年度山口県商工会議所青年部連合会臨時
総会並びに第4回会長会議・第3回会員アワ
－に下関YEGから13名が参加しました。
第3回会員アワーでは、
『 健－1グランプリ～
YEGは体が資本！』
と題して、体力測定が行
われました。仕事、YEG活動など全てにおい
て大切となる自己管理を見つめ直すとともに、各単会
混合で測定を行う事で、親睦も図れるように企画され
ました。測定は6種目あり、
レジェンドの部では、
なんと大
﨑監事が体力最優秀賞をいただきました。

日本商工会議所青年部事業

第35回全国会長研修会「神話の郷 出雲の國ご縁会議」 第37回全国大会「岐阜かかみがはら大会」
12月1日
（金）
・2日
（土）、鳥取
県出雲市で開催された全国会
長研修会に、山﨑次年度会長
が参加、全国から約1,700名の
参加がありました。
会員総会で次年度日本YEG会
長として承認された内田茂伸氏
の所信表明が披露され、
その熱
意に感動し触発されました。
その後、
「Change the world,passion of YEG ～われらが未来の指標のた
めに～、今！
！」
という次年度スローガンのもと行われた分科会に参加し、今後の
活動にあたっての多くのアイデアを得ることができました。

2月16日
（金）
・17日
（土）、岐阜県各務原（かかみがはら）市で開催された「日
本商工会議青年部第37回全国大会 岐阜かかみがはら大会」に下関YEGか
ら山﨑副会長をはじめ10名が参加。大会テーマ「STAND BY ME」のもと、
全
国から6,134名の参加がありました。
分科会や記念講演会などで学
びもありながら、大懇親会もあり、
全国各地の熱意ある仲間から元
気をいただきました。
また、今年度で卒会となる田中
直前会長、清水副委員長、福田
副委員長、斎藤会員と二日間行
動を共にし、
思い出にもなる大会と
なりました。

その他参加事業

下関

海響マラソン2017

下関

花いっぱい計画

『しものせき恋の奇蹟』

11月5日
（日）、
「下関海響マラソン2017」が開催され
12月3日
（日）、YEGメンバーをはじめ家族やペットなど、大
2月10日
（土）
、
下関商工会議所主催の婚活事業が
ました。今大会は第10回記念大会でもあり沿道には13 人14名と子供5名の計19名と犬3匹で『下関花いっぱい計 下関大丸7階の中華料理耕治で開催され、男性22
万5千人の市民らが駆け付け、1万1492人のランナー 画』に参加しました。
名、女性16名の参加がありました。会員交流委員会
が海峡と歴史のまちを駆け抜けました。
下関21世紀協会が主導で行っている、下関花いっぱい はアトラクションを担当し、淺井会員の司会で大いに
下関ＹＥＧは下関市生涯学習プラザにて貴重品の 計画は毎年春・秋と年2回行われていますが、
このイベントを 場を盛り上げました。終盤のカップリング投票で、
なん
預かりと更衣室の案内などのスタッフとして、
お手伝い 楽しみにしている子供さんもいるようです。
と5組のカップルが誕生し、
事業が終了した後も自ら気
をさせていただきました。
今回の担当場所は2か所で、下関商工会館の前の草抜 になる相手に声をかける姿などもありました。幸せの
また下関ＹＥＧからも多くのメンバーがマラソンに き・花植えと、唐戸交差点近くの一角の草抜きを行いました。 おすそ分けに私達も幸せな気持ちで胸がいっぱいに
チャレンジし、今大会も記録だけではない、
「記憶に残
早朝から参加したメンバーとその家族の皆様、大変お疲 なる事業となりました。
る海響のドラマ」が生まれたのではないかと思います。 れ様でした。
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平成30年度スローガン
平成３０年度

会長所信

第39代下関商工会議所青年部会長という役目を受け、
これまで会に貢献してこられた先輩方や
仲間に感謝するとともに初心を忘れず、
滅私奉公の精神で会務にあたる所存です。
さて、
私たちの生きるこの時代は、
社会情勢の変化により人や物事が多様化し、
様々な問題点が
列挙され、
日本の空気全体がとかく未来を憂う傾向にあります。
その問題点をYEG活動に照らす
と、
会員企業を取り巻く環境の変化はもとより、
会員数の減少や世代間ギャップによる運営の苦難な
ど全国のYEGが抱える同一の問題点が見えてきます。
しかし、外的要因に囚われて嘆かず、逆境
にあっても自分たちの力で創意工夫を重ねて立ち向かう
！今だからこそ明るい未来を語り合い、
切り
拓いていける次代のリーダーとなるべくスローガンを掲げます！
◆ミッション
：
『使命感』、
出会ったものを使命へと昇華させるミッション感覚
◆パッション
：事業の目的を達成させる
『情熱』、
ネガティブ体験をパワーに変えるパッション力
◆ハイテンション
：人を楽しませ、
場を活性化させられるプラスのオーラとハイテンションな心
「ミッション！パッション！ハイテンション！
！」
を胸に、街や会のために働く気持ちを燃え立たせ、我が街下
関の活性化に寄与します。

平成30年度
下関商工会議所青年部
第39代会長 山﨑

早緖吏

また創立40周年を間近に控え、若いメンバーに今一度自分たちの会に誇りを持ってもらうこと、
YEGの無限の可能性を知ってもらうことも今年度の大切な役割と考えており、
承継に全力を注ぎた
いと思います。
そのためにも品格を持ち、
お互いを高め合える意識の高い集団になれるよう取り組み
ます。
また、
地域を支える青年経済人であるという本分をわきまえ、
広い視野で研鑽を積み、
しっかり
と勉強をしていきます。
創立30周年の際に宣言したとおり、
自社企業の発展から始まる
「地域経済の活性化」
と、
協働の
まちづくりから実現していく
「下関の活性化」の両方を実現していくことがYEGの使命でもあります。
青年経済人として、
また、
まちづくりの担い手として、
「夢に挑み続けるYEG」であることが地域を元
気にしていくと信じ、
「青年」の名に相応しく、
弾けるような元気と明るさ、
素直な心で一丸となって活
動し、
感謝や感動、
そして達成感を分かち合える1年となるよう頑張ります。

平成29年度後期新入会員

有島 忠延

㈱コミュニティエフエム下関

新入会員の有島と申します。10月に入会してから数か月
が経ちました。大きなイベントに携わることはありませんで
したが、先輩方や同期と出会えたことを大変うれしく思い
ます。例会や公開委員会で大変貴重な話を拝聴し、身
が引き締まる思いです。新しい委員会に配属されてから
本格的にＹＥＧメンバーとして活動することになります。
これ
からも先輩方に学び、同期と力を合わせていきたいと思い
ます。今後ともよろしくお願いします。

この度入会しました武久病院の頴原と申します。
ＹＥＧに
入会して数か月がたち、3分間スピーチや興味深いセミ
ナー、
そして様々な業種の方々と交流させていただき多く

下関YEG後期新入会員の
株式会社春帆楼の宅野です。
実は平成24年度前期新入
会員でございます。約4年間
YEGでお世話になり今回2
回目の入会になります。

宅野 泰弘
㈱春帆楼

以前の私はYEG活動に積
極 的 な 会 員でなかった 為 、

YEGの楽しさ、厳しさ、達成感を知ら

ずに退会してしまいました。
しかし今回新たな気持
ちで、YEG活動に取り組み、楽しさ、厳しさ、達成感
を味わえるよう頑張ろうと思います。

の刺激を受けることができました。
これからも皆様と切磋
琢磨しながら、微力ではありますが活動を頑張っていきた

頴原 尚吾

医療法人青寿会 武久病院

坂本 亮
㈱煌青

後期新入会員の藤原大介と

いと思います。今後ともご指導のほどよろしくお願いいたし

申します。下関YEGに入会し

ます。

て早半年程経ちますが、
まだ
まだ自分の知らない人や、行

この度下関YEGに入会致しました株式会社煌青の坂
本と申します。
入会して数ヶ月ですが、今まで経験したこともないこと
や様々な職種の方々とも知り合うことができ、
イベントに
も参加させていただきとても良い経験をさせていただいて
おります。
これからも色々なイベントにも参加し、
より良いも
のを吸収していき様々なことに役立てていき色々なことに
チャレンジしていきたいと思っておりますのでご指導ご鞭撻
の程よろしくお願いいたします。
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事、地元の方等がたくさんあ
ります。これから時間がかかる

藤原 大介

と思いますが自分の知れること

シオンプランニング㈱下関出張所

を精一杯知り、
また体験して
自分の糧としこの下関の為

に全力でぶつかっていければと思います。
まだまだ
若く、未熟者ですがどうかご指導、御鞭撻の程よろ
しくお願いいたします。

卒会者からの一言

平成21年度後期に入
会し、早8年が経過しまし
た。小学生以来、他県に
居て地元に帰ってきたの
は35歳になって。
「下関
の将 来を背負う同 年 代
の人達に出会いたい」
という気持ちだけで青年部の
門を自ら叩きました。青年部に入会し本当に大正解
でした。青年部、OB会、女性会の皆様には感謝の
医療法人社団松涛会 安岡病院 言葉しかありません。心から感謝致します。ありがとう
ございました。
H21年入会

斎藤 英樹

田中 粛己
㈱タナカ美工
H14年入会

平成14年にこの下関
YEGに入会してから16
年間。この会でしか出会
えなかったであろう先輩
や後輩。この会でしかで
きなかったであろう様々な
経験…皆さんとYEGとして一緒に活
動できたことは自信と誇りです。これ
から40年50年とさらなる飛躍に向け
楽しんでください。今まで本当にあり
がとうございました。
これからもよろしく
！

空田建設工業㈱
H19年入会

平成27年度に入会し
て3年間という短い間で
したが、下関商工会議所
青年部に入会しなければ
経験できなかったことが
沢山ありました。貴重な出会いや思い出に、心から

西田 吉輝
紺箭銃砲火薬㈱
H27年入会

安井 英貴
㈱セービング
H21年入会

感謝しています。お世話になった
皆様、本当にありがとうございまし
た。

平成21年度に入会し、9年間のYEG活動でした
が、
あっという間に卒会となりました。多くの皆様と知
り合う事ができた事、海峡まつりや様々な事業を経
験させていただいた事は、私
の貴重な財産になりました。
今後の自身の成長につな
げていきたいと思います。
YEGメンバーはもとより
多くの方々から支えられ感
謝しております。ありがとうご
ざいました。
【今後の夢】

37歳で実家の不動産
屋を継ぎ同時にYEGに
入会しました。様々な事
業に参加し多くの仲間と
共に過ごせた事すべてが
いい思い出になりました。
他業種のメンバーとの会話や意見交換など学ぶ
事も多く、
また理事も経験させてもらえとても充実し
た8年間でした。副委員長のみ3回受けて卒会する
のは、後にも先にも僕だけではないかと思います。皆
さん僕の事を忘れないでくださいね。

空田 充弘

平成19年度前期に入
会し、
あっという間の10
年間でした。波のある10
年でしたが、
このたび無
事に卒会を迎えることが
できました。下関YEGを
通じて様々な経験、沢山の方との出会いやご縁をい
ただきました。今後の自身の成長に繋げていこうと思
います。下関YEGの益々のご発展と皆様のご活躍
を祈念申し上げます。
ありがとうございました。

子供の成人を

㈲福田
H22年入会

清水 浩二

家族全員で祝いたい。

福田 忠史

平成24年に入会し、6年間
の短い青年部活動も終わりを
迎えます。
心に残る委員会活動や担当
例会もあり、一生大切にしたい
仲間とも出会う事ができました。
この出会った方々とは、一生付き合っていければと思っています。
特に私が委員長、副委員長をした際に一緒に活動してくれたメ
ンバーの皆様、本当にお世話になり、感謝の気持ちで一杯です。
清水土地家屋調査士事務所 本当にありがとうございました。
３５周年は大変でしたが、楽しかった！
H24年入会

【今後の夢】

㈱アカマツ興産
H25年入会

毎年、年末年始を
ハワイで
過ごしてみたい！

新内 竜太

平成25年に入会し、5年間という短い間でしたが、
大変お世話になりました。YEG活動について、多くを
語ることはできませんが、
いろいろな方と知り合う機
会があり、本当にたくさんの
ことを学ばせていただき、感
謝の気持ちしかございませ
ん。今後は少しでも恩返しで
きるよう、YEG活動を応援し
ていきますので、引き続きよ
ろしくお願いします。

㈱梶原酒店
H23年入会

【今後の夢】

た。

梶原 健一郎

平成23年に入会して8年、長いようで短かった青年部
活動でした。多くの方々と出会い、貴重な経験をさせてい
ただき大変お世話になりました。特に同期のメンバーには
大変感謝をしています。今後
はOBになりますが、変わらぬ
お付き合いの程よろしくお願
いします。
下関YEGの皆様のご活躍
と今後益々のご発展をお祈り
いたします。それではごきげん
よう。
さようなら。

未だ飲んだことがない
世界中の
ありとあらゆるお酒を
味わいたいｗ

【今後の夢】

娘が成長し、下関ＹＥＧへ

㈲山住興産
H12年入会

入会してくれること

大﨑 誉博

平成12年に入会して
19年間いろいろな思い
ではありますが、家族と共
に参加
した 事
業は多
くありません。これは平成25年に
子供達と平家総踊りに参加させ
ていただいた写真です。何だかん
だと楽しみながら最後まで踊りまし (^^;

