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令 和 元 年 度スローガン
【会長挨拶】

半年を振り返って

平成31年度が始まり半年が経ちました。昨年
の12月に第40代会長に承認され、
これ以降、組
織づくりの準備をして参りましたので、
もっと長い
月日が過ぎたように感じております。
また、本年度
のスローガンを「Getting

Better～向上心を

持って行動する～」
と掲げ、
会員と共に様々な事
業や例会・各会議を重ねて参りました。
そして、
下
関商工会議所青年部の組織力の強さや下関と
いう地域の青年経済人としての責任を改めて実
感しております。
5月に開催された我々のメイン事業である
「第
34回しものせき海峡まつり」では、晴天にも恵ま
れ、
過去最高の45万人というご来場人数を記録
いたしました。
また、大きな事故やトラブルもなく、
令和元年度
下関商工会議所青年部
第40代会長 青松

すべての催しを円滑に行うことができましたのも、
各担当部署の会員やまつり関係諸団体皆様方
のおかげです。
ありがとうございました。

永哲

また、8月4日より、小学生の子ども達が、
自分た
ちの力で考えることによって、
模擬会社を設立し、
予算組み、
仕入れ・販売、
そして決算・納税までを

行う
「ジュニアエコノミーカレッジ in しものせき」
と
いう事業がスタートし、6チーム・29名の子ども達
が参加します。今年度も、
子ども達はもちろん、
親
御さまや我々会員もたくさんの感動と達成感を
得ることができるものと確信しております。
結びとなりますが、次年度の40周年が目前と
なりました。青年部会員が一丸となり、
下関という
地域から更に元気を発信して参ります。
これから
の半年間も、
関係諸団体皆様方としましては、
今
までと変わりのない温かいご指導・ご協力をいた
だけますよう宜しくお願い申し上げます。

平 成 31 年 度 定 時 総 会・4 月 例 会
引き続き開催された平成31年度4月例会では、11名の卒会者を紹介

4月8日
（月）
、
春帆楼に於いて平成31年度定時総会を開催致しました。
平成30年度 優秀会員3名・優秀新人3名を表彰し、
さらに会長賞とし

し感謝状を贈呈しました。
また、新しく仲間に加わった平成31年度前期

て3委員会が選ばれました。全行事皆勤で出席者表彰、
例会皆勤者表

新入会員8名が紹介され、青松会長より会員バッジが手渡されました。

彰と進んだあと、
本会主旨の議案審議が行われました。

その後、懇親会会場に移動し、定時総会懇親会を開催しました。
ご来

■第1号議案 平成30年度事業報告（案）並びに収支決算（案）
について

賓代表として下関市長前田晋太郎様よりご挨拶をいただいた後、
来賓

■第2号議案 平成31年度役員（案）
について

及びOB会の方々の紹介が行われ、定時総会にて承認された平成31

■第3号議案 平成31年度事業計画（案）並びに収支予算（案）
について

年度商工会議所青年部新体制が紹介されました。

いずれの議案も満場一致で承認され、青松永哲新会長のもと新体
制がスタート致しました。

下関商工会議所副会頭河野孝正様のご発声により乾杯が行われ、
終始賑やかな雰囲気で青年部会員相互の結束を確認することができ
た懇親会となりました。
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例 会 レ ポ ート

前期新入会員3分間スピーチ・しものせき海峡まつり打ち上げ
月例会

例会後は、下関グランドホテル屋上にて第34
回しものせき海峡まつり源平まつりの打ち上げが
盛大に行われました。
ご来賓の方々、
ボランティア
スタッフとしてご協力いただいた方々と、今年の
苦労をお互いがねぎ
らい、来年のまつりも
がんばろうと決意す
る素晴らしい時間に
なりました。

知ることは勝ち残ること
（最近の法改正などから）

担当

率」についての詳細な説明がなされ、会員の
今後の事業に直ちに直結する内容であり、
非
常に実践的でした。
また、労務に関しては、社会保険労務士で
ある嶋﨑豊人会員から、
働き方改革に伴う労
働法に関する説明、
特に労働時間の変更・管
理等についての詳細な説明、更に各種助成
金の説明もなされ、
会員が直ちに実践できるも
のでした。

日本遺産から学ぶ地元の魅力

担当

月例会

親睦夏グルメ例会

市と連携し、関門海峡が日本遺産として認定さ
れることにご尽力された方です。
このため、藤本様のお話はリアリティが満ち溢
れており、
その内容も非常に興味深く、会員は普
段の例会以上に藤本様のお話を熱心に聞き
入っていました。
それゆえ、
ご講演の後に設けら
れた質疑応答の機会においても、
会員が多数の
質問を行ったため、時間の関係上、質問の受付
が打ち切られるほどでした。

担当

会員交流委員会
月例会

９

に深めることができました。
本例会は名称のとおり、
夏を感じることので
きる食事も準備され、
楽しみながら夏グルメも
堪能できるという充実した時間を過ごすこと
ができました。
また8月例会は別名「浴衣例
会」
とも言われ、
今年度も男女問わず多数の
OB会会員及び現役メンバーが浴衣姿で出
席しており、
視覚からも夏を感じることのできる
例会となりました。

目指せ！100 歳現役経済人！

担当

月例会

9月9日
（月）
、
下関商工会館にて総務委員会
担当による9月例会「目指せ！100歳現役経済
人！」が開催されました。少子高齢化や定年
退職の年齢引き上げにより、
長く仕事に従事
することが求められている昨今、
健康であり
続けることが不可欠です。
まず二人一組になって、
肩こりや腰痛の原因
となる姿勢のチェックを行い、
猫背にならない
よう心掛けることで体の不調を軽減できる と
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広報委員会

８

7月8日
（月）、下関商工会館にて、広報委員会
担当による7月例会「日本遺産から学ぶ地元の魅
力」が開催されました。
本例会においては、下関市教育委員会教育
部文化財保護課の藤本有紀様を講師としてお
招きし、
日本遺産の概要、
及び日本遺産に登録さ
れている関門海峡について講演を行っていただ
きました。
講師の藤本様は、
下関市の職員として北九州

8月8日
（木）
、
東京第一ホテルにて会員交
流委員会担当の夏の恒例行事である、8月
例会「親睦夏グルメ例会」が開催されました。
現役メンバーとＯＢ会・女性会との交流を
深化させる目的のもと、
今回のアトラクションは
「人名ビンゴゲーム」
という企画が用意されま
した。
現役メンバーは、
ＯＢ会や女性会の方々
からビンゴカードにそれぞれの名前を書いて
もらうために、各テーブルを回り交流をさら

経営委員会
月例会

７

6月10日
（月）
、
下関商工会館にて、
経営委員
会担当による6月例会「知ることは勝ち残ること
（最近の法改正などから）
」が開催されました。
本例会においては、会員の税理士及び社
会保険労務士から、
青年経済人として知って
おくべき、
税務及び労務に関する、
最新の法制
度について説明が行われました。
税務に関しては、
税理士である山田康雄会
員から、
主に消費税法の改正、
特に
「軽減税

会員研修委員会
地域活性化委員会

６

5月8日
（木）、新年号令和初めての例会が下
関グランドホテルで開催されました。例会では、4
月に入会した新入会員の3分間スピーチを行い、
その後に第34回しものせき海峡まつり源平まつり
の打ち上げが開催されました。
新入会員3分間スピーチでは会員研修委員
会の高山委員長、阿部副委員長が緊張した面
持ちで見守る中、各新入会員が個性あふれるス
ピーチを行いました。

担当

総務委員会

いう説明がありました。
その後、
理学療法士
の富村副委員長指導のもと、
肩こり解消、
頭
痛解消、
眼精疲労予防、
腰痛予防、
足の攣り
予防それぞれの体操を実践しました。
また、
脳梗塞診断
（FAST）
について簡単な説明も
ありました。
いつまでも元気に仕事ができるよう、
手軽に
できる体のメンテナンス方法について体を動
かしながら学ぶことができた例会でした。

第 34 回し も の せ き 海 峡 ま つ り
5月3日
（水）、平成から令和へと元号が変わる中、第34回となるしものせき海峡まつりを盛大に開催することができました。
下関YEGの青松会長がしものせき海峡まつりの実行委員長を務め、下関ＹＥＧは当日主に源平まつりを運営しました。

バルーンイベント

源平もちまき

武者行列

毎年恒例のもちまき。源平にちなんで
紅白のお餅を会場の皆様へ！
Ｙａｍａｋａ
ｔ
ｓｕメンバーも一緒に手伝って
投げてくれました。
もしかすると一番盛り
上がった時間かも
！
？改めて、
もちまき好き
の県民性が垣間見えました。

午前中は下関駅近くの
グリーンモールから大歳
神社へ。午後からは海響
館からカモンワーフのウッ
ドデッキを
通り、そし
てメインス
テージがあ
る姉 妹 都
市ひろばで
勝 鬨を行
いました。

令和を記念して青松実行委員長の掛
け声のもと紅白のバルーンが海峡の空へ！
令和元年だけの特別なイベントを、
会場
の皆さまにも一緒にお祝いしていただきま
した。

フィナーレ

グルメ屋台村
下関の食「瓦そば」を存分に
楽しんでもらいました。こちらのブー
スも大人気！

スーパージャンボふく鍋

まつりの最後は、
先帝祭からの上臈
がステージで外八
文字を踏んで歩み
ました。
あまりの美しさに皆言葉を忘れ、見入ってしまいました。
まさに、
しも
のせき海峡まつりの締めにふさわしいものとなりました。
改めてボランティアの皆様をはじめ、関係者や関係団体、
ご協賛企
業、そして参加された方々など、本当に多くの方のご協力で成り
立っていると肌で感じました。
郷土を愛し、郷土の発展を図る下関YEGは、今後ともこの下関の
歴史祭りに一致団結して取り組んで参ります。

毎年、会員研修委員会が担当
するスーパージャンボふく鍋は、目標
を超える 2006 杯を販売！

真琴

第34回しものせき海峡まつり・源平ま
つりに県内外から多数のご来場、ご参
加をいただきまして誠にありがとうござい
ました。
今年は、晴天の下昨年できなかった
船合戦を実行し、予定していました全て
のプログラムを無事にこなすことができ
ました。ご協力をいただきました関係諸団
体の皆様、
スタッフの皆様、ボランティア
の皆様、そして地域の皆様には本当に
感謝申し上げます。今年のまつりの経験、
反省等を活かして第35回のしものせき
海峡まつり・源平まつりを今年以上のま
つりとなるように準備を進めて参ります。
それでは、
また来年会場でお会いでき
ることを楽しみにしておりますので宜しく
お願い致します。
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山名 進太郎

藤村

第34回しものせき海峡まつり源
平まつりに多くの方にご参加・ご来
場いただき本当にありがとうござい
ました。
今年度は晴天に恵まれ予定して
いたすべてのイベントを行うことがで
き、
また過去最多の45万人の来場
者を記録しました。
これも関係各所・
地域の皆様方・下関YEG メンバー
のご理解・ご協力の賜物であり本当
に感謝しております。
また第35回まつりが安全かつ盛
大に開催され、
さらに誇れるものに
なるようにしっかりと準備してまいり
ます。今後もより一層のご支援・ご
協力をよろしくお願い致します。本当
にありがとうございました。

源平まつり副実行委員長

源平まつり副実行委員長

源平まつり副実行委員長

良浩

川崎 有岐夫

源平まつり実行委員長

北岡

新しい年「令和」
を迎えすぐの5月
3日
（金）
に、雲ひとつない晴天の中、
第34回しものせき海峡まつり・源平
まつりを開催できましたことを心より
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45万人と過去最
高を記録し、
また源平まつり会場で
販売しましたスーパージャンボふく鍋
においても2006杯完売というすば
らしい結果を出すことができました。
このような素敵なまつりが開催でき
ましたのも関係諸団体の皆様、
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す。あり
がとうございます。

今年は
源平船合戦も
実施！

第34回しものせき海峡まつり・源
平まつりに多数のご来場、
ありがと
うございました。
今年は天候も良く、
すべての行
事を行うことができました。
また、
まつ
りが無事に開催できるのも関係各
所の方々・ボランティアスタッフの皆
様のご協力ご支援だと感謝してお
ります。
第35回のまつりも、第34回の経
験を活かし、皆様が満足していただ
けるようなまつりにできるよう考えて
いきたいと思います。来年もまたよ
ろしくお願い致します。

県青連から
優良事業として
表彰されました！
！

ジュニアエコノミーカレッジ in しものせき

昨年グランプリ
メンバーより
トロフィーの返還

8 月 4 日（日）、下関商工会議所商工会館にてジュ
ニアエコノミーカレッジドリームセミナー＆サポートセミ
ナーが開催され、市内から昨年の 3 校を上回る 6
校（勝山小学校・名池
小学校・豊浦小学校・
向山小学校・江浦小学
校・安岡小学校・誠意
小学校）の 29 名が集
まり、保護者の方々にも
一緒に説明を聞
いていただきまし
た。
ドリームセミナーでは、参加する小学生向けの導入セミ
ナーが行われ、
ジュニアエコノミーカレッジの目的や考え方
やルール、
また株式会社の概要など、子供たちが知らない
商売の仕組みについての説明が行われました。
また、
会社
の設立の為の社名やチーム内での役職決めなど
も行いました。
別会場にて行われたサポートセミナーでは、保護者
の方々に、映像や資料を確認しながら、本プログラムの
趣旨を理解していただくと共に、
子供との今後の関わり
方を説明しました。
長時間のセミナーではありましたが、最後
は参加者の小学生チームそれぞれが、次に
何をすべきかをしっかり話して確認し合い、そ
して保護者の前でチーム名（会社名）の発
表と決意表明をし、セミナーが終了しました。
ここからがジュニアエコノミーカレッジの始ま
りです！
！

ジュニアエコノミーカレッジとは？
小学校5･6年生が1チーム5名で模擬株式会社を設立し、計画、仕入れ、製造、販売、決算、
納税までの一連のサイクルを体験するプログラムです。資本金10,000円、必要であれば
10,000円の借入をし、最大20,000円の元手で会社を経営します。

ツ ー ル ･ド ･し も の せ き 2019
6月16日
（日）、
「 第13回ツール・
ド・しもの
せき2019」が開催され、下関YEGの青松
会長が大会実行委員長を務めました。
そしてYEGメンバーも前日準備から参
加し、
当日は受付・警備・ふぐ鍋などを担当
しました。
ロングコース
（130km）
に1300人、
ショー
トコース
（45km）
に300人と多数の参加者
様に下関の魅力、
素晴らしい景観、
各エイ
ドポイントでたくさんのボランティアスタッフ
によるおもてなしなどを楽しんでいただけま
した。
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委員長コメント

今年度は「6チーム」でのスタートとなり
ました！個性あふれるメンバーが集まり
販売当日が今から楽しみです。子供な
らではのアイディアにはいつも驚かされ
ます。大成功に向けて
委員会一同頑張り
ます！
ご協力お願い
します。
次世代委員会委員長

末次

一博

行 事 活 動 レ ポ ート

第35回関門海峡花火大会

第7回三団体交流事業

8月13日
（火）、
下関と門司との共
同による「第35回
関門海峡花火大
会」が開催され、
下関YEGからは
青松会長を含む
25名がボランティ
アスタッフとして参
加しました。
会場設営や、中央ゲートにおけるチケットやレジャーシートの販
売、会場案内、
そして花火大会終了後の撤収作業をお手伝いしま
した。
下関側と門司側で、合計1万5千発
もの花火により彩られた
関門海峡花火大会、猛
暑にもかかわらず多く
の方に心より楽しんで
いただけました。

9月15日
（日）、第7回三団体交
流事業が深坂の森にて開催さ
れました。
今 年 度の交 流 事 業は下 関
YEG主催により
「深坂の森BBQ
親睦会」
と題され、
午前の部では
深坂の森に隣接する竜王山への登山が、下山後である午後の
部ではバーベキューが行われました。登山は初めての方が多く、
日頃の運動不足も重なり結構ハードな登山となりましたが、
登頂し
た時の達成感は想像以上でした。
その後のバーベキューでは参
加型アトラクションも企画
され、一日を通じて下関
青年会議所、下関市商
工会青年部の皆様との
親睦を深めることができ、
三団体の更なる連携と交
流の促進が図れました。

深坂の森BBQ親睦会

下関

第42回しものせき馬関まつり

花いっぱい計画

平家踊総踊り大会
8月25日
（日）、今年も
馬関まつりのクライマッ
クスに平家踊総踊り大
会が開催され、約5千
人を超える踊り手が会
場を埋め尽くし迫力満
点でした。
下関YEGからも約20

名の会員が参加し、平
家太鼓のリズムに合わ
せて踊りを楽しみまし
た。
また、新入会員は
毎年恒例のコスプレ姿
で会場を魅了し、夏の
最後に相応しいイベン
トとなりました。

6月2日
（日）、下関景観協議会か
らのお声掛けで、毎年恒例の「下
関花いっぱい計画」へ参加しまし
た。下関YEGからは15名のメン
バーと7名のお子さん達が参加し
ました。我々が担当したのは三百目に店舗を構えるルポゼヘアの付
近2カ所を花いっぱいにする計画でした。
まず雑草と古い花抜きか
ら開始し、鍬を使って開墾し整地後、花の苗の植え付けを行い、参
加メンバーのお子さん達も一緒になって手伝ってくれました。
今回の花いっぱ
い計画も無事コン
プリートすることが
でき、下 関 市の素
晴らしい景観を守
るお手伝いができ
ました。

同 好 会 レ ポ ート

苦和会

6月30日
（日）
、
「令和元年度第1回苦和会」が
セントラルパークゴルフ倶楽部で開催されました。
参加者はOB会員7名、現役会員10名でした。優勝は大下剛
OB会員、準優勝は髙橋彰会員でした。
そして初参加の遠藤耐
我新入会員がニアピン2つとドラコン1つ獲得しました！時折小雨が
降る中でしたが、
ゴルフを通じて懇親を深められた良い一日となり
ました。
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日本商工会議所青年部連合会事業

中国ブロック商工会議所青年部連合会
第1回役員会・第1回会員総会
中国ブロック第1回会長会議

5月11日
（土）、島根県江津市にて春の中国ブロック会長会議が開催され
ました。
会員総会では、平成30年の事業報告や収支決算、
また本年度の事業
計画や収支予算などが承認され、会長会議では今年度開催される全国
会長会議や全国大会の概要が説明されました。その後、46単会の会長1
人1人が前に出て、持ち時間1分で各単会の地域の紹介や、
メイン事業な
どを報告しました。
また会長会議と同時刻に本年度より初となる中国ブロックの委員会も開
催され、
山﨑直前会長が副委員長として参加しました。懇親会では名物の
神楽なども披露され、他の単会会長達と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事業

第1回会長会議・会員アワー

第2回会長会議・会員アワー

4月6日
（土）、徳山商工会議所にて「平成31年度山口県商工
会議所青年部連合会 第1回会長会議・通常総会・会員アワー」が
開催されました。下関商工会議所青年部からは青松会長をは
じめ13名が参加しました。会員アワーは徳山駅前図書館にて
「地域資源を活用したコミュニティビジネス」
と題して、山口県周
南市に在る大津島の事例紹介がありました。その後、
ホテルサ
ンルート徳 山
にて 通 常 総
会と懇親会が
行われ、他単
会との親睦も
深められまし
た。

親睦ソフトボール大会 新南陽

6月22日
（土）、山
口市にある山口県
健康づくりセンター
にて、山口YEGが
主管し開催された
令和元年度山口県
商工会議所青年
部連合会 第33回会員大会 山口大会 第2回会長会議・第2回会
員アワーに、
青松会長を含む22名で参加しました。今回の会員ア
ワーでは、
「山口には幻の青年部の歌4番があった！
？」
と題して、
『商工会議所青年部の歌』
の既存の歌詞について理解を深める
と同時に、
新たな歌詞を作成し、
今後のYEG活動をより積極的に
楽しむことを目指して、
グループワークが行われました。
その後、
式典が開催され、
参加YEGの紹介や県青連表彰、
そ
して来年度の会員大会開催地が発表されました。
また、清宮克
幸氏による記念講演が行われ、大懇親会はホテル「かめ福」で
開催されました。
身が引き締まる有意義な大会になりました。

第20回県青連
5月2 6日
（日）、
「 第 3 0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 新南陽大
会」が開催され、
下関YEGからは30名が参加しました。
下関からバスで周南市へ向かい、
会場である新南陽東ソーグ
ランドにて予選試合が行われました。新入会員を中心とした
「Getting」チームは1勝1敗、
笑顔担当の「Better」チームは勝星
無しとなりました。試合結果は振るいませんでしたが、光YEG会
長・県連会長賞を山﨑早緒吏直前会長が受賞しま
した。
また、今大会では「謎解き頭脳王決定戦」
と
いう、頭を使うイベントが用意されており、参加者は
真剣に謎解きに挑みました。
ソフトボールに謎解きと、
体も頭もフル回転な一日で
した。
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親睦ゴルフ大会

山陽大会

9月23日
（月・祝）
、
第20回県青連 親睦ゴ
ルフ大会が山陽小野田市に在る厚狭ゴル
フ倶楽部で開催されました。約130名の県
内外青年部会員、OB会員が参加しまし
た。下関YEGからは、
現役会員7名が参加
しました。
下関YEG
は、YEG団体1
位を獲得し、個
人では中尾 会
員がDC賞、県
連会長賞で山
仲会員が表彰
されました。山
陽YEGの思い
を感じる大会で
した。

平 成 31 年 度 前 期 新 入 会 員

遠藤

耐我

㈲樹脂建

新入会員の遠藤耐我と申します。入
会して5ヶ月間、様々な事業・例会等に
参加させていただきました。YEGで
の活動は、入会して参加しなけれ
ば出来ない貴重な経験です。
また
経験豊富な諸先輩方や個性的な
同期メンバーとの出会いは、年齢や
立場を超えた貴重なものだと思いま
す。10月からは新たな委員会に変わり、
今までとは違う環境での活動となりま
すが、諸先輩方のご指導の下、
自身の
成長に繋げられるよう努めて参ります
ので、今後ともどうぞ宜しくお願い致し

新入会員の大江です。多数の
企業の代表者が集う中で過ごす
事はとても緊張感があるのでは無
いかと感じていましたが、委員長を
筆頭に気さくな方ばかりで、
とても
過ごしやすく感じています。経験を
重ねる事で、
自分自身多くの変化を
起こしていけるよう努めていければ
と思います。

大江

健太

シュウセイ産業㈱

新入会員の大日向彩です。私は、
株

経営者は兎角自分の考え方や手

式会社ストロベリーメディアアーツとい

法に固執しがちですが、
ここでは

う映像音響に特化したイベント会社

様々な業種の人と交流ができ、
自分

で制作企画をしております。

の可能性を探る場として必要だと考

高山委員長、
阿部副委員長をは

大日向

彩

じめ、
同期の皆さん、
諸先輩方に支

事業や活動を通じ、
同じ目的に向

えていただき、
とても楽しく活動をさ

かう各々が個性をぶつけ合い、
協働

せていただいています。
これからは、

し地域の発展のために貢献できれ

支えていただくばかりではなく、YEGの

ばと思っております。

皆さんや下関のお役に立てるように頑
張っていきたいと思います。
これからも

㈱ストロベリーメディアアーツ よろしくお願い致します。

西田

剛

新下関観光バス㈱

え入会しました。

この度入会させていただきました、
新下関観光バス株式会社の西田と申
します。
振り返ると、ふく鍋、3分間スピー
チ等、様々な経験をさせていただ
き、
あっという間に過ぎた数ヶ月だっ
たなと感じています。
これからも同期との出会い、
先輩方
との出会いを大切にして、様々な事業
に自ら関わっていき、有意義なYEG生
活にしたいと思います。
どうぞ宜しくお
願い致します。
「バスのことなら西田ま
で」何でもご相談下さい。

尾﨑

昭嗣

㈱尾﨑

新入会員の西山和宏です。4月
に入会して数ヶ月が経ちましたが、
仕事の都合上でなかなか参加でき
てませんが、新入会員の登竜門で
ある3分間スピーチを経験して、良
い経験ができたと思います。
これか
らもYEGでしかできない経験をし
て、
スキルアップに繋げたいです。
こ
れからもよろしくお願いします。

西山

和宏

下関唐戸魚市場㈱

新入会員の西山万葉と申します。

この度入会させていただきました 村政

私はふく旅庵下商会館に勤務してい

西山

万葉

ふく旅庵・下商会館

和と申します。

ます。入会してからまだ日は浅いで

下関YEGに入会して数か月が経ち

すが、参加させていただいた様々

様々な経験をさせていただきました。仕

なイベントや委員会では、
沢山の出

事の都合で全ての行事に参加出来ま

会いとかけがえのない経験をさせ

せんが、YEG活動を通じて色々な方と

ていただき、充実した日々を過ごさ

良い関係築いていけたらと思います。諸

せていただいてます。
これからのYEG

先輩方をはじめ同期からのサポートもあり

活動を通して少しでも下関の活性化

楽しく活動をさせていただいております。

に貢献できればと思います。
まだまだ
至らないところばかりの私ですがよろ
しくお願いします。

村

政和

村工業

これから先の青年部活動も、出来る限り
積極的に参加していき色々な事を学んで
いきたいと思います。
これからも何卒宜しく
お願い致します。

