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例会

令 和 元 年 度スローガン
【会長挨拶】

1 年を振り返って

令和元年度の1年が経ちました。第40代会長
を拝命し、
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。
そして改め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
責任を実感いたしました。

令和元年度
下関商工会議所青年部
第40代会長 青松

永哲

5月に開催された我々のメイン事業「しものせき

今年度の海峡まつりでは令和元年ならではのイベントも

海峡まつり」では、晴天にも恵まれ、過去最高の

我々会員もたくさんの感動と達成感を得ることが

45万人の人出を記録いたしました。すべての催

できるものとなりました。

しを大きな事故やトラブルがなく開催できましたの

1年間失敗したこともあったかもしれませんが

も参加者を初め、各担当部署の会員やまつり関

後悔はありません。必ず次に繋ぎ活かして参りま

係諸団体のお蔭です。
ありがとうございました。

す。
また様々な場面で力を発揮してくれた会員と

また、
模擬会社を設立し子供達が自分達だけ

ご支援を頂いた関係諸団体の皆様には本当に

で考え、予算組み・仕入れ・販売そして決算・納

感謝しております。次年度の40周年が目前となり

税までを行う事業である「ジュニアエコノミーカ

ました。
これからも向上心を持って行動すること

レッジinしものせき」
も12月の授賞式まで無事に

を忘れず、会員が一丸となり下関のために活発

開催されました。下関市内の小学5，
6年生6チー

に活動して参ります。

ム29名が参加し、
子供達はもちろん、
親御さまや

1年間ありがとうございました。

臨 時 総 会・1 2 月 例 会
12月9日
（月）
、
下関グランドホテルにて12月例会臨時総会及び忘年会
が開催されました。

その後、
ご来賓によるご祝辞や青年部OBの皆様からお祝いや激励
のお言葉を頂き、
会員の励みになりました。

臨時総会では白石議長のもと次年度会長の選出が行われ、戎屋章弘

乾杯の後は、
思い思いに交流を。
ご来賓、
OB会や女性会の方々など

副会長が満場一致の拍手によって令和2年度第41代会長に任命され

も交え、
とても楽しく有意義

ました。

な時間を過ごしました。

承認された戎屋次年度会長より、
これまでの青年部への想い、
そして
次年度への青年部での活動に対しての熱意が語られました。

青年部での活動を通して、
ほんとにたくさんのご縁を頂

その後、
会場を移し多数の来賓を迎え忘年会が溢れる活気の中、
盛
大に行われ青松会長、戎屋次年度会長の挨拶により、会員一同次年

いていることを実感できる素
晴らしい忘年会でした。

度の期待度と士気の高まりを感じました。
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月例会
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見て！知って！関わろう！しものせき海峡まつり
～これからのしものせき海峡まつりにむけて～
10月8日
（火）、
シーモールパレス エメラルドの
間にて地域活性化委員会による10月例会「見て！
知って！関わろう
！しものせき海峡まつり～これから
のしものせき海峡まつりにむけて～」が開催されま
した。
海峡まつりの過去映像を振返り、各メンバーがし
ものせき海峡まつりの歴史、経緯、意義等を改め
て確認する事が出来ました。その後行われたトー
クセッションでは、歴代のまつり委員長経験者とメ

1

11月11日
（月）
、
下関グランドホテルにて11月
例会が開催されました。
まず、後期新入会員3名の3分間スピーチ
が行われました。大勢のメンバーが見守る中、
新入会員は自身の社業や趣味など個性豊か
に披露しました。
その後、次世代委員会担当による11月例
会「命 ～現在を知る事で次世代に繋げる

地域活性化委員会

ンバーとの質疑応答が行われました。
例会後の懇親会では各委員会に分かれ、地域
活性化委員会メンバーがそれぞれこれからのま
つりについての意見を聴取、歴史を振り返り来年
以降のまつりを各自が考える良い機会になった懇
親会でした。
なお、例会前に行われたセレモニーで後期新
入会員の紹介が行われました。
また、本例会に出
席した2名の後期新入会員に対して、青松会長よ
り会員バッチが授与されました。

担当

会員研修委員会
次世代委員会

～」
を山口県ユニセフ協会 事務局長 荒瀬泰
様を講師にお迎えしてご講演いただきました。
ユニセフ協会は、単純に物をあげるのでは
なく、
そこで生活をする人達が将来にわたって
より良い暮らしを送っていくため支援を行って
いるとのお話を聞きました。ユニセフ協会が
行っている活動に改めて感動するとともに、
本
例会を通じて、
命の大切さを再認識しました。

「経営理念を考える」

担当

11

月例会

「後期新入会員3分間スピーチ」
「命～現在を知ることで次世代に繋げる～」

担当

経営委員会

月例会

1月8日
（水）、下関商工会館にて経営委員
体的な経験・体験に基づき行われたものであ
会担当による1月例会「経営理念を考える」が り、非常に参考になりました。
また、講演後は例
開催されました。
会に参加した会員がグループに分かれ、経営
秋森委員長からの趣旨説明があった後、 理念の必要性をテーマにしてディスカッション
経営委員会の会員でもあり、住吉運輸株式
を行いました。
会社の代表取締役である中村欽光会員によ
下関YEGには経営者・従業員を問わず会
る講演がありました。
員が在籍していますが、会員はそれぞれの立
中村会員の話は、経営理念を漠然と説明
場で、本例会の内容を社業に活かせることと
するものではなく、
同社そして中村会員の具
思います。

2

「怒りの感情と上手く付き合おう ～アンガ―マネジメント術～」 担当 会員交流委員会
代表取締役白石 裕子様にお越しいただき、
「アンガ―マネジメント」
とは「怒らないように
する」
ことではなく、
「怒りの感情と上手く向き
合う」
ということを教えていただきました。
また瞬間的な怒りに対して6秒ルールとい
うものがあり、
その6秒の間に怒るか怒らない
かの選択をする事で冷静になれる時間だと
いう事を知り、
今後日々の生活の中でも活用
出来るとても学びになるいい例会でした。

月例会

有難う 聴かせてほしい 託したい その想いを
（最後の「Getting Better」贈る言葉）

月例会

3

2月10日
（月）
、
下関商工会館3階大ホール
にて会員交流委員会担当による2月例会
「怒りの感情と上手く付き合おう ～アンガ
―マネジメント術～」が開催されました。
当例会は誰しも持っている怒りの感情に
ついて、
そのメリット、
デメリットを学び、
怒りの
感情をコントロールする術を身につけ、
円滑
な人間関係を築くことを目的としました。
講師
として株式会社 夢をかなえる研究所より

担当

広域連携委員会

本来であれば 3 月例会では今年度卒会予定のメンバーを送り出す企画の例会予定でしたが、
新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、中止となりました。
【広域連携委員会 西岡委員長コメント】
非常に残念で仕方ありません。例会開催の為に動いて頂いた委員会メンバーとサプライズ企画に携わって頂いた
関係者の皆様に深謝いたします。
止まない雨はありません。
明けない夜はありません。
全員で前を向いて行きましょう
！
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委 員 会 活 動 レ ポ ート

済州商工会議所青年部会来関

家族親睦事業

10月18日
（金）
、
19年に渡り姉
11月17日
（日）、会員交
妹縁組を結んでいる済州商工
流委員会の企画で家族
会議所青年部会（総勢11名） 親睦事業が開催されま
との国際交流が今年も開催さ した。
れました。
YEGメンバーとその家
関門トンネル人道入り口にて
族・お子 様 、総 勢 4 9 名
お出迎えから始まり、
「平家茶 （大人30名・子供19名）
屋」にて両会による食事会が
が参加し、下関市立江
行われました。午後からは場所
浦小学校体育館にて運動会を行いました。紅白の2
を下関市立中央図書館に移し
チームに分かれ「玉入れ」
「綱引き」
「長縄跳び」
「ボッ
図書贈呈式が執り行われました。
その後、春帆楼にて両会の今後の活動
チャ」
「親子リレー」
と数多くの対決を繰り広げ、大人も
について合同会議を行いました。
また、
懇親会では会長を経験されたOBに
子供も一緒に笑って悔しんで、
そして喜びあえる素晴ら
も参加して頂いたことによって盛り上がる中、済州商工会議所青年部会の しい運動会となりました。
ソン会長が日本語による挨拶を行われメンバー一同、大変感銘を受けまし
その後、
場所を
「牡蠣小屋 流王」に移動し懇親会を
た。
開催しました。大人も子供もみんな、美味しい料理と素
翌日は下関市と北九州市門司区の観光視察が行われ、
海峡の町ならで
敵な笑顔に囲まれ日頃の労をねぎらい合いました。我々
はの観光を楽しんでいただきました。
下関YEGの活動も、
家族の支えと理解があって初めて
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
出来る事です。
こういった会員家族と一緒に過ごした
事ができた事、
そして何より文化的交流に政治的な問題は一切関係ない
時間が、今後の青年部活動への理解に繋がっていく
事も改めて再認識できた事は、
両国にとってこれまで以上の関係構築に寄
事になるでしょう。
与する事が出来たと思っております。

公開委員会

公開委員会

経営委員会

11月28日
（木）、下関商工
会館にて、経営委員会担当
による公開委員会「ファシリ
テーションを学ぶ」が開催さ
れました。
ファシリテーションとは、簡
単にいえば会議等をスムーズ
に進行させ、
活性化させる手法のことをいいます。
また、
「グルー
プディスカッション」
を毎月の例会で行っている山口県中小企業
家同友会下関支部のメンバーであり、
下関ＹＥＧのＯＢの方々を
4名お招きし、
本公開委員会を充実させることにご協力いただき
ました。
まず、
波田剛ＯＢに、
ファシリテーションの技法について講義を
行っていただきました。
そして、
この講義が行われた後、本公開
委員会の参加者を5～6名のグループに分け、それぞれのグ
ループで討論を行いました。各グループともに討論が白熱し、
時
間が足りないような様子も
ありました。
本公開委員会は非常に
実践的であり、社業はもち
ろんのこと、下関ＹＥＧの会
議でも直ちに活かせるよう
な内容でした。

次世代委員会

2月17日
（月）、下関商工
会館に於いて次世代委員
会担当の公開委員会「未
来へ紡ぐYEGの輪 ～ビ
ジネス
“でも”
繋がろう～」
が開催されました。
今回の公開委員会の目
的は、
異業種が集まるYEGで会員の仕事を理解することによりビ
ジネス交流を活発化し、
ひいては自社の発展の一助とすることで
した。
10名の会員がプレゼンを行い、
会社の紹介や仕事の内容、
特
に力を入れている事業について話しました。
士業や管工事業、
飲
食業、
サービス業、
レンタルサービス業、寝具小売、介護保険事
業、
保険業、
靴下専門店などの話を聴く良い機会となりました。
会員がお互いの仕事
を理解し、
ビジネスを通
じて下関をもっと盛り上
げていければ良いと感
じる公開委員会となりま
した。
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ジュニアエコノミーカレッジ in しものせき
11月23日
（土）、
日本セレモニーウォーク
（エキマチ広
場）
に於いて「ジュニアエコノミーカレッジinしものせき」販
売実践が開催されました。下関市内の小学生からなる6
つのチームが、
数カ月間にわたり自分たちで商品を企画し
て、
実際に店舗を構え販売しました。
この日の為に子供たちが事業計画を作るなど綿密な
準備をしてきました。
このため、各店舗には、個性豊かな
飾り付けや商品が並びました。
けれども、商品を並べるだ
けではなく、
どうすればお客さんが足を止めて買ってくれ
るかを子供たち自身が考えて接客しなくてはなりません。

当日は、近隣でも様々なイベントが催されていたこともあり、
日本セレモニー
ウォーク
（エキマチ広場）
にも大勢の人の行き来があり、各チームは時間の限り
最後までしっかり営業することができました。苦戦する店舗もありましたが、最終
的には全店舗商品を売り切りました。
また、
先に完売になったチームも、
それで終
わるのではなく他のチームの販売のお手伝いをするなど、
子
供たちの素晴らしいチームワークを見せてもらいました。子
供たちにとって、お金を稼ぐことの大変さや仕事をすること
の楽しさを体験する良い機会となりました。

12月8日
（日）
、
シーモールパレスにて「ジュニアエコノミーカレッジ in しものせき」の
表彰式・納税式が開催されました。納税式は、実際に販売した利益の中から税金を
下関市へ納税（寄付）
しました。
また、表彰式では、8月から続く事業の中から表彰が
行われ、
グランプリをはじめ7種類の賞が各チームへ送られました。
最初は、子供たちはみんな緊張した面持ちで参加していましたが、表彰式では表
情も豊かになり、他の小学校の子供たちとも会話をしていました。今後、子供たちが
自ら考え決断し、
自己責任で行動できる人に育ってくれることを心から願っています。

委員長コメント

「ジュニアエコノミーカレッジinしものせき」、
この素晴らしい事業に関わる事が出
来て本当に幸せでした。子供た
ちの必死に頑張る姿・相手を
想いやる姿に感動を覚えま
した。
この感動を味わえたの
もYEGメンバーをはじめ多く
の方々にご協力を頂いたお蔭
です。
ありがとうございました。 次世代委員会委員長

末次一博

同 好 会 レ ポ ート
令和元年度第2回

苦和会

11月24日
（日）、厚狭ゴルフ倶楽部に
て、令和元年度第2回苦和会が開催さ
れました。
参加者はOB会員6名、現役会員10
名、合計16名でした。
雨が降る中でのスタートでしたが、お昼からは
雨も上がり、暑くもなく寒くもない丁度いいコンディ
ションでゴルフを楽しむことができました。優勝は、
昨年度苦和会会長の殿井会員でした！体を動か
しながら、OB会会員と現役会員との懇親を深め
られた良い1日となりました。
ゴルフをする方、初心
者の方も、
たくさんの参加お待ちしてます！

令和元年度第3回

苦和会

2月9日
（日）、朝陽カントリークラブに
て、令和元年度第3回苦和会が開催さ
れました。今回は山口県青連の岡本会
長を特別ゲストに迎え、OB会員11名、
現役会員8名、総勢20名の参加となりま
した。心配された天候も崩れることなく、最後までゴルフを楽しむこと
ができました。優勝は高山OB会員、準
優勝は喜志永OB会員でした。
また、懇親会を毎年恒例の酒井商店に
て行い、美味しい料理とお酒でより懇
親を深めることができた良い1日となりま
した！
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令 和 2 年 度スローガン
未来創造
～Next Stage 次世代へ繋げ！～
令和2年度会長所信
本年度下関YEGは創立40周年の節目の年を
迎えます。40年の永きにわたり青年部の土台を
作り、多くの事業を展開された諸先輩方に尊敬
の念を抱くと共に、現在活動できる礎を築いてい
ただいたことや、
かけがえのない仲間に出逢える
この場所に心より感謝申し上げます。
今を生きる私たちは時代の変化やスピ－ドに
速やかに対応していかなければなりません。AI
の発達に伴い今後多くの仕事が減少すると想
定されます。
まだ先のことと考えず、人との繋がり
を大切にし、
コミュニケ－ション能力を養い、
自社
や個々にしかできないことを構築していくこと、技
術・イノベ－ション力・個性をさらに磨くことこそが
今後時代を生き抜く力になると信じております。
本年度は、下関YEGの歴史を振り返り、次の
令和2年度
下関商工会議所青年部
第41代会長 戎屋 章弘

ステ－ジへ歩を進める節目の年と考えておりま
す。40年の歴史の中で培ってきた歴史や伝統、
継続し受け継いでいかなければならないもの、
そ
して受け継ぎながらも時代の流れに合わせ変化
させていかなければならないもの、
いったん歩み

を止め考え直さなければならないもの、
それらを
もう一度考え、
本当に人の為になるのか、
地域の
為になるものなのかを冷静に判断し、
熱き想いで
行動に移していくことが大切であると考えます。
40年の歴史に甘え、同じことの繰り返しでは
成長は出来ません。新しいことを考え、
事業所や
地域社会の発展となる明るい未来を見据え行
動していくことこそが青年経済人の責務でありま
す。YEGの名の下に集まった仲間が力を合わ
せ、同じ目的を持ち行動していくことにより、計り
知れない成果へと繋がっていきます。
今後5年後・10年後の未来を創造し、次世代へ
の絆を構築していかなければならない。
私たちが課された責務に挑み、
夢を持ち・希望を
抱き
・仲間と共に次世代への架け橋を作る
！

後期新入会員

大平 英明

大平自動車商会

林

文也

Lounge ZOO

新入会員の大平英明です。
昨年の5月に起業しました。
自動車関連の仕事です。
様々な経営者の方々が集うYEGにどのような考え方、接し方、
話し方をしているのかを学びたいと思い入会させて頂きました。
YEGに入会して数ヶ月経ちまずが先輩方が1つ1つの目的を親
身に興味を持って励まれてます。私もそのように意思を持ち地
域貢献、地域活性化が出来るよう頑張ります。
YEGでの出会いに感謝です。
これからもよろしくお願いいたします。
下関YEGに入会し数ヶ月が経ちましたが、
まだまだ参加不足だと
思っております。
これから数多くの委員会や事業に自ら参画し、入会しただけで終
わらないようYEGの一員として取り組んでいきたいと思っています。
地域貢献の機会もいただけるので、積極的に取り組みお役に立て
るよう頑張っていきます。
又、多くの様々な企業の代表者の方々と交流させて頂き自身の成
長に繋げられればと思います。
活動内だけでなくプライベートでもお誘い頂けるような人間になり
たいと思っていますのでこれから宜しくお願い致します。

新入会員の東京海上日動火災保険株式会社の大
政憲太朗と申します。
私は3～4年で転勤のため、縁あって赴任した下関を
より深く知り、
貢献したく入会しました。
入会し数ヶ月経ちましたが、
この地を真剣に考え、議
論し、活動するYEGだからこそ経験できることばかり
大政 憲太朗 でとても刺激的です。
東京海上日動火災保険㈱ これからも何卒よろしくお願い致します。

山口支店 下関支社

森岡

後期新入会員の森岡陽一郎と申します。入会して
数ヶ月が経ち、
YEGの雰囲気に慣れてきました。
また、
会員研修委員会の皆様に支えられ、楽しく活動が出
来ております。仕事上、外部の方々と交流が少なく、
YEGは私にとって貴重な活動です。YEG活動では、
人との交流を大切にし、
自分自身の成長へ繋げてい
きたいと思ってお
り
ます。
今後ともどうぞ宜しくお願い
陽一郎 いたします。

下関唐戸魚市場㈱

山口県商工会議所青年部連合会事業
第4回会長会議・第3回会員アワー（萩市）

12月14日(土)、
萩YEG主幹の第4回会長会議・第3回会員アワーに青松会長をはじめ15名が参加しました。
会員アワーでは「山口県青連行列のできるお悩み相談所」
と題し、参加者を単会関係なくグループに分け、
各グループが、
コーディネーターを中心にしてテーマでもある「人
口減少」に関する自身社業の悩みと対策を討議し合いました。
ディスカッションをする中で、他単会のメンバーとの触れ合いが生
まれ、更にこれまで知らなかった他単会のメンバーがどんな仕事
をしており、
どんな事に悩んでいるのかを知る事ができました。
このように、今回の会員アワーは、普段以上に
新しい交流が生まれた素晴らしいものでした。
その後会場を移して懇親会が開催されました。会員アワーのおかげもあり、
いつも以上に他単会のメン
バーとの親睦を深めることができ、
改めて県連事業の楽しさや魅力を再認識できる魅力溢れる事業でした。
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日本YEG事業
第37回中国ブロック大会（江津市）

全国会長研修会（長野市）

10月5日
（土）、島根県江津市に於いて日本商工会議所青年部・第37
回中国ブロック大会・江津大会が開催されました。下関YEGは青松会長
をはじめ13名で参加しました。
県内外より総勢1330名が集まり、
記念式典が盛大に開催されました。
江津市民体育館第2体育館周辺では、
物産展が開催され、
江津市内
のお店や飲食店が出店していました。
このため、式典終了後にここでお
土産や食品を購入し、
昼食を頂きました。
下関YEGの会員一同は、
第1分
科会「やるしかない！伝統芸能岩見
神楽～神話の世界を岩見神楽で
堪能～」
を観覧しました。分科会終
了後は、江津市民体育館で大懇
親会が開催され、他県の単会とも
親睦を深められる有意義な大会と
なりました。

11月8日
（金）
～9日
（土）、全国会長研修会長野大会に青松会長と戎
屋次年度会長が参加いたしました。
会員総会後の全体研修ではアップルジャ
パン株式会社元社長の山元賢治氏の講演
がありました。山元氏には、変化に対応できる
力、変化を作り出す力といった、
これからの世
界で役立つ原理原則をご自身の様々な経験
談から講演していただき、
リーダーとしてのあ
り方を学ぶ事ができました。
第一分科会では災害連携をしている単会
でディスカッションを行い、
お互いの地域での
青年部活動を発表する事で、
これを比較し合
いながら意見交換を行いました。その後、大
懇親会では長野の食のおもてなしを受け、大
変有意義な全国会長研修会となりました。

中国ブロック創立20周年記念式典（津山市）

全国大会（沼津市）

12月8日
（日）、岡山県津山市
に於いて「中国ブロック商工会
議所青年部連合会創立20周
年記念式典・記念祝賀会」が
開催され、
中国ブロック内外より
250名が参集、下関より山﨑直
前会長他、OBを含め3名で参
加いたしました。
記念式典では、直近10年の
歴 代 会 長 表 彰 があり中国ブ
ロックYEGの歴史を振り返る絶
好の機会となりました。記念祝
賀会では懐かしいOBの先輩方との再会もあり、
先輩や仲間達との思い
出話に花が咲きました。創立20周年を通して、
より
「連帯」
を実感し所属
していることに誇りを感じる1日となりました。

2月21日
（金）
・22日
（土）静岡県沼津
市に於いて日本商工会議所青年部・
第39回全国大会 ふじのくに静岡ぬ
まづ大会が開催されました。
21日は会長が会員総会に出席し、
日
本YEGの次年度予算や活動内容また役員について審議されました。大懇親会
ではブロック内はもちろんブロックを飛び越え懇親できました。
22日は記念式典、記念事業（卒業式）
に参加。
日本YEG田中会長はじめ皆様
の思いを聞きこれからのYEG活動をさらに頑張ろうと思いました。
卒業式ではミュージシャンのライブで大いに盛り上がりました。
またみんなが
作った花道を卒会者が通り、
とても心に残るものでした。
大会登録者7，
697名また次回大会開催地は福井県鯖江市と報告ありました。
2日間通してとても有意義な全国大会となりました。
今回はコロナウイルスの影響がありましたが、沼津YEGの徹底したアルコール
消毒、マスクの配布などしっかり対応されてました。

行 事 活 動 レ ポ ート
下関海響マラソン2019 ボランティア

11月3日
（日）、第12回目となる「下関海響マラソ
ン2019」が開催されました。今大会は約1万2千
人のランナーが参加され、沿道にはたくさんのラ
ンナーを応援する人たちであふれていました。
下関YEGは22名のメンバーがボランティアとし
て参加し、下関生涯
学習プラザにて更衣室の案内や貴重品預かりを担
当しました。
メイン会場付近では、子供たちに人気
の大会公式キャラクターカッケルンのサポートも担当
しました。
また、下関YEGからも多数ランナーとして挑戦し、
参加メンバーにとって記憶に残る大会となりました。

2020下関文化らく～ざ

2月24日
（月）
、
シーモール下関にて「2020下
関文化らく～ざ」が開催され、商工会議所青
年部も入場整理や司会のボランティアとして
参加しました。振替休日ということもあり、例年
より大変多くの聴講者が集まりました。佐々部
清映画監督をはじめ、作曲家、書道家、絵本
作 家に住 職
等 、さまざま
な 方 々の 話
を聞くことの
できるイベン
トでした。

下関花いっぱい計画

12月1日
（日）、下関景観協議会からのお声掛けで
「下関花いっぱい計画」に下関YEGから11名、
メン
バーのご家族3名の合計14名が参加しました。
6月の花いっぱい計画と同じ場所である、入江交
差点近くの2カ所の花壇を「花いっぱい」にしました。
午前8時に集まり、花壇の中に降り積もった落ち
葉や生えている雑草を取り除き、土を耕して肥料を
撒き、花の植え付けを行いました。
季節柄落ち葉も多く、
また早朝で気温の低い中で
はありましたが無事完了しました。
花も寒さに負けないように頑張って咲いてほしい
です。

婚活事業

下関市社会福祉協議会へ寄付

2月15日
（土）、下関
3月18日
（水）
、
下関市
大丸7階の中華料理
社会福祉協議会へ社
耕治にて、下関商工
会 福 祉 事 業に役 立て
会 議 所 主 催の婚 活
ていただくために寄付
事業「めぐり愛 婚活パーティ in 下関」が開催さ を行いました。平成25
れ、総勢41名もの方々が参加されました。
また、 年から今回で8回目の
下関YEGのメンバーもこのお手伝いをしました。 寄付となります。
スタート時は参加者の皆さんはとても緊張し
例会で会員から寄付していただいた26,152円、
ていましたが、
とても和やかに進行しました。
そし 苦和会から54,000円、OB会から16,000円、
ジュニ
て、終盤のカップリングではなんと5組のカップル アエコノミーカレッジ実践販売での利益の一部
が誕生しました。事業終了後に会話をしている
18,030円を寄付し、波佐間会長よりお礼の言葉と
姿はとても微笑ましく、私達も幸せな気持ちで胸
感謝状をいただきました。
がいっぱいになる事業となりました。
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卒 会 者 から の ひと言
地縁も血縁もない下関に来て、
同業者以外に知人友人を増やした
いと入会しました。9年半が経過して、
イベント・ショッピングセンター
など人が集まるところに行くと誰かに会うようになりました。
また、小さ
な法律事務所を経営して6年目にな
りましたが、独立したのもYEGメン
バーの生き生きとした姿に刺激を受
片山 智宏 けたからです。長いと思っていた9
片山法律事務所 年半、終わってみれば早かったで
H22年入会 すね。ありがとうございました。

平成20年後期に入会し10年6ヶ月の間大変お世話になりました。
またあまり出席出来ず皆さんにご迷惑ばかりお掛け致しまして申
し訳なく思っております。
YEGでは様々な方と出会い、数多
くの経験をさせて頂きました。
この
経験を糧に社業や自身の成長に
小林 功 いかせていけたらと思います。
㈱矢野テント 皆様ありがとうございました。

平成23年度に入会してから9年在籍させていただきました。入会
の頃、先を見れば「まだ」
と思っていましたが、今となってみれば
「もう」
という感じです。
この会に入会して、
たくさんの様々
な出来事を体験、企画、参加させ
ていただき、
またたくさんの人と出
白石 創 会うことができました。大変感謝し
しらいし行政書士事務所 ております。
合同会社REコンサルティング
H23年入会
平成30年済州島にて。

平成28年度後期より入会して3年半、短いですがとても濃密な
時間を過ごすことができました。特に後半の2年は理事に任命
していただき、多くの仲間と共に事業に参加することで、忙しくも
有意義な経験をさせて頂いたと
思います。
YEGで頂いた仲間とのご縁に感
謝し、培ったものをこれからの人
生で活かせるよう、努力していきま
す。
ありがとうございました。

平成26年2月例会YEGらくーざにて。

平成27年に入会し、
気が付けば5年という月日が流れ、
卒会を迎えるこ
とになりました。入会前は人づきあいが苦手な私がやっていけるのだ
ろうかと不安を抱えていましたが、
同期をはじめ、個性的で素晴らしい
YEGの方々に助けてもらい、私なりに
突っ走ることが出来ました。
YEGでの出会いや学んだことを今後
武永 強 に生かしていきたいと思います。5年
㈲武永不動産商事 間、本当にありがとうございました。

H27年入会

富村 義隆
㈱リハピス
H29年入会

平成27年度研修委員会メンバーと。

H20年入会

髙橋

彰

㈱三星社
H28年入会

殿井 健治
長州造園
H16年入会

平成29年に入会し、3年間という短い期間ではありましたが、多く
の方々と出会い、
仲良くしていただき、
とても楽しいYEG活動をさ
せていただきました。皆さんに感謝しております。最後の年の総
務委員会で副委員長をさせても
らったことも良い経験となりました。
理事として青年部の組織の仕組
みを理解することができたことは、
中村 欽光
とてもよかったです。
住吉運輸㈱
3年間ありがとうございました。
H25年入会
平成29年下関海響マラソンにて。

皆さまお世話になりました。
というより出席どころか、出欠の返信すら、
きちんと
出来ず、迷惑ばかりかけてすみませんでした。
ただ、こんな私に青年部の皆さまはとても優しく、時には相談に載ってくだ
さったり、花の注文までして下さったりし
て、
とても感謝しています。お陰で今日まで
なんとか退会せず卒会を迎える事が出来
福川 慶太 ました。これからも私ほどのポンコツはいな
エルブ・フルール いでしょうが、私のような落ちこぼれがいた
H17年入会 ら、暖かく接してあげてください。
例会懇親会にて。

藤田

紫

海洋開発㈱
H13年入会

皆さま、たいへんお世話になりました。YEGを通じて得た学び・経験を活か
し、豊かな郷土を築く為に、卒会後もより一層パワフルに活動出来るよう頑
張ります。現在もいくつかの団体で活動中ですが、すべてYEGが原点で、
YEGの仲間のおかげでうまく
（たぶん）
いっています。私たちには、街を変えて
いく力があります。今後、YEGが様々な
松永 英治 団体と連携・活動していく中で、一緒に
山﨑 早緖吏
医療法人 松永会 汗を流す日があることを楽しみにしてい
㈲レンタル山崎
H18年入会 ます。ありがとうございました！
H14年入会

令和元年海峡まつりにて。

平成30年度8月ビア例会にて。

平成16年度後期入会以来、
長い間大変お世話になりました。
良き仲間に出会いたくさんの素晴らしい経験が出来たことは、
と
ても良い思い出です。右も左もわからない自分でしたが、少しは
成長をすることが出来たと思いま
す。
これらの素晴らしい経験を生
かし、
これからも頑張っていきたい
と思います。
今後の皆様のご活躍楽しみにし
ています。
平成27年2月例会にて。

平成25年に入会し、
あっという間に青年部活動も終わりになり少し寂し
く思います。いろいろな事業を行う中で、苦難を共にした仲間と出会
い、すばらしい先輩方に巡り合い、
この7年の中で、
どの年に何をやった
かなーと振り返ると全て思い出せるほ
ど密度の濃い7年でした。皆さんには
本当に感謝しています。これからは
OBとして、皆さんとまた楽しい時間を
過ごしていきたいと思いますので、
こ
れからもよろしくお願いします！
平成28年度経営委員会 みんな最高！
平成13年度前期に入会し、退会したこともありましたが19年。YEG
があったからこそ今の私があると思っています。27歳から45歳まで、
全ての想い出にYEGがありました。今思うことはただただ、仲間の皆
さんへの感謝しかありません。YEG
で学んだことを糧とし、更に成長でき
るようこれからも顔晴って参りたいと
思います。長きに渡り本当にありがと
うございました。OBの先輩方や現役
の仲間全ての方に感謝！
平成13年海峡まつりにて。

頼れる先輩、
信頼できる一生の友達、
大きな学びと成長、
故郷下
関への理解。下関YEGは私に多くの財産をもたらしてくれまし
た。18年間、楽しい事、
ワクワクドキドキする事しかありませんでし
た
（＊＾＾）v
我がYEG活動に悔いなし！
！我が行
動に一点のくもりなし！
！
！
自信を持って卒業し、更に様々な
活動に邁進して参ります。

下関YEG35周年の3役（私は専務理事）

山本 善治
㈲アキラ
H17年入会

15年前、
訳も分からず入会し、
あっという間に卒会となりました。
沢山の仲間と知り合い、沢山の笑い話をする事が出来て楽し
かったです。
YEGでの経験を、
これからの社業
に活かしたいと思います。
短い間でしたが、
お世話になりまし
た。皆さんに感謝！ありがとうござい
ました！
！
平成25年家族親睦事業にて。

平成30年ジュニアエコノミーカレッジにて。

編集後記
広報委員会のメンバーで協力し合って硯海を作り上げる
ことができ、また硯海を編集していく中で、改めてＹＥＧ活動
の素晴らしさに気付くことができました。
硯海の記事等にご協力いただいた皆様、ありがとうござ
いました。

