
Habataki

我々津ＹＥＧは、３２年目を迎
えます。その間、地域の商工業の
発展の一助となるべく、自らを研
鑽する為の研修や、地域の活性に
役立つ事業をおこなってきました。
今では、津ＹＥＧは地域に無くて
はならない存在です。
これは、先輩方から受け継いだ
知識や伝統を守り、それを基に更
なる発展を目指した結果です。
しかし、その３２年の中で我々
を取り巻く環境は様々な変化があ
りました。最近の変化のはやい時
代に、受け継いだ知識や伝統を
守り、それを基にした発展を目指
すだけでは、商工業の発展や地
域の活性の一助となることは難し
いのではないでしょうか。
「企業の寿命３０年説」というも
のがあります。一業に固執し、環
境に適応できないと、どんなに繁
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検証から次の３０年への基礎をつくろう
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“参加すれば「得」をするＹＥＧ活動を目指して”

栄していた企業でも没落に向かい
ます。津ＹＥＧは企業ではありま
せんが、組織として考えると、「企
業の寿命３０年説」に当てはまる
のではないでしょうか。
そこで、今年度は全ての事業を
検証し、時代に則した事業への変
換の基礎づくりをおこないます。
事業検証をおこなうことにより次の
３０年への盤石な基礎を築く１年
にします。
しかしながら、我 は々先輩方か
ら引き継いだ伝統ある津ＹＥＧで
あることを忘れてはいけません。
基礎の礎は「津ＹＥＧ」であるこ
とを忘れてはいけません。
また、今年度は第３０回東海ブ
ロック大会津大会が開催されます。
津ＹＥＧは、全国大会、全国会長
研修会、２回の東海ブロック大会
（津ＹＥＧ主管にて東海ブロック運

営研究会、久居ＹＥＧ主管にて東
海ブロック大会を開催）を先輩方
の手によって開催してきました。
津ＹＥＧは、日本ＹＥＧ３大事業と
いわれる３つの大会全てを開催し
た全国７番目のＹＥＧです。その
気概を持って期待の上をいく大会
の実現を目指しましょう。
ＹＥＧ活動は、参加しないと「得

る」ものがありません。参加するこ
とにより、自らを研鑽することがで
き、新たな出会いや繋がりを築く
ことができ、様々なものを「得る」
ことができます。
是非、ＹＥＧ活動に参加して

「得」をしてください。そして、会
員全員で、互いに「得」をする事
業を展開していきましょう。

４月例会、通常総会

写真・記事
H２８年度 得々総務委員会　委員長
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　尾﨑新体制のもと4月17日
（月）に本年度最初の例会、4
月例会が開催されました。
新年度新たな気持ちで、尾﨑会
長をはじめ各メンバーが緊張し
た面持ちの中通常総会が行わ
れ、上程議案が満場一致で審
議可決されました。
その後の懇親会では、各委員
会による決意表明と代表メン

バーからのトクトク情報を発信し
ていただきました。
参加いただいたメンバーには
様々な得を感じていただき、尾
﨑会長の掲げる「得」という基
本方針に沿って、本年度の良い
スタートを切ることができました。

年間行事（予定）



平成28年度卒業生
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津商工会議所青年部では毎月の例会他様々な事業を運営することを通じて、
業種・世代を超えた仲間づくりを行っています。ぜひご参加ください。 津商工会議所青年部 事務局 中尾 前田

お問い合わせ 059-228-9141
新会員募集

会員変更

平成29年度 委員会紹介

尾﨑　亘晃 おざき　のぶあき
岡三証券株式会社津支店
〒514-0032　津市中央 5-20

木村　正樹 きむら　まさき
有限会社未来開発
〒514-1255　津市庄田町 1432

高嶌　信豪 たかしま　のぶひで
セコム三重株式会社津支社
〒514-0015　津市寿町14-15セコム津ビル

森谷　康平 もりたに　こうへい
ブリティッシュパブ　ピゲ
〒514-0027 津市大門 23-4

≪入会資格≫
★津商工会議所の会員事業所の経営者 又は その後継者 及び 会員事業所が認めた方。
★年齢満45歳以下の方。

安藤直幸君 石川禎紀君 奥山和彦君 清本宗基君 駒田真美子君 白川裕君 高野和仁君 田辺和弘君 寺田将也君 寺田安貴君 中垣内良紀君 野崎公彦君 橋本賢一君

得得総務委員会
委員長
近澤　太輔 Daisuke Chikazawa
有限会社チカザワジム

副委員長
吉本　将人 Masato Yoshimoto
岡写真館

アドバイザー
麻生　純矢 Junya Asao
株式会社三重ふるさと新聞

次代育成委員会
委員長
横田　司 Tsukasa Yokota
シェアライズ株式会社

委員長
亀井　隆典 Takanori Kamei
亀井機工株式会社

委員長
長谷川　佳紀 Yoshiki Hasegawa
長谷川土建

委員長
青山　好一 Yoshikazu Aoyama
有限会社青山商店荷役

委員長
山本　学 Manabu Yamamoto
株式会社辻工務店

副委員長
太田　健二 Kenji Oota　
株式会社エムアンドエス

アドバイザー
村山　祐介 Yusuke Murayama
寿印刷工業株式会社

７７渉外委員会
副委員長
長谷川　明宏 Akihiro Hasegawa
株式会社長谷川建築積算

アドバイザー
吉村　太 Futoshi Yoshimura
Hair salon un peu

楽笑まつり委員会
副委員長
中出　佳秀 Yoshihide Nakade
LITTLE JACK LU-CY

アドバイザー
井ノ口　一広 Kazuhiro Inoguchi
井ノ口板金工作所

きずな交流委員会
副委員長
礒川　貴太 Takahiro Isokawa
中部化成工業株式会社

アドバイザー
落合　晃司 Kouji Ochiai
クリーンサービスラスカル

学ぶ心委員会
副委員長
小林　則夫 Norio Kobayashi
小林商店

副委員長
岡　雅弘 Masahiro Oka
株式会社三重トラベル

３月例会 ２０１６津ＹＥＧ卒業式　

写真・記事
H２８年度 結交流委員会　委員長
保地隆裕【保地保険事務所】

３月例会「２０１６津ＹＥＧ卒
業式」を開催いたしました。
卒業式では、卒業生お一人お

ひとりに、ＹＥＧでの思い出や今
後の豊富を語っていただき、感
動や笑いもあるスピーチのうまさ
に、現役メンバーにとっていい
刺激となりました。
また、卒業記念品として、デ
ジタル似顔絵とＣＲＯＳＳのボー
ルペンをお渡しさせていただきま
した。卒業生にも喜んでいただ
けたのではないかと思います。

卒業式の後には、懇親会を開
催し、卒業生をはじめ、ＯＢ会会
員、会員の皆様が交流し、親睦
を深めていただけました。卒業
生の方 と々も、今後も続く絆を結
ぶことができました。
今年度最後の例会を締めくく

ることができましたこと委員会一
同、感謝いたしております。


