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政策提言を学び、考える
5月16日(木)津商工会館1階丸

５月例会

いてどのような課 題があるか、

之内ホールにて5月例会「政策

それに対してどのような解決策

提言を学び、考える」を開催い

があるかについて議論し、各自

たしました。講師として2019年

シートに書き込みました。今後、

度 松阪商工会議所青年部 政策

テーマを絞り込み、策定に向け

提言委員会 委員長補佐の片上

た会議において検討を重ね、提

聡一郎氏をお招きし、ご自身の

言として取りまとめる予定です。

経験を踏まえながら商工会議所

また、本 年 度の全 国 大 会 開

青年部として政策提言を行うこと

催地である沼津YEGから吉川正

の意義や活動のプロセス、日本

明 大 会 会 長を初めとするメン

YEGや各地単会での政策提言

バーの皆様がご来訪いただき、

活動の取り組みについてご講演

第39回全国大会 ふじのくに静

いただきました。

岡ぬまづ 大 会 のPRが 行 われ、

ご講演の後、各委員会ごとに
グループワークを行い、商工観
光分野に焦点を当て、津市にお

大いに盛り上がりました。
写真・記事
2019年度 まちづくり委員会 委員長

井ノ口博規【株式会社萬寿園】

ビジネスにおける日本語の使い方

６月例会
6月17日（月）津 商 工 会 館1

いて、ご講演とワークを通して学

階丸之内ホールにて 6月例会「ビ

びました。津市に関する例題を

ジネスにおける日本語の使い方」

用いることで、メンバー一人一

を開催いたしました。講師として

人がわかりやすく楽しみながらワ

久保「志」塾代表 久保吉史先

ークに取り組むことができ、普段

生をお招きし、ご自身のアパレル

何気なく使っている日本語の使

業界での豊富な経験と経営され

い方を考え直す機会となりまし

ている塾での日本語検定の取り

た。自企業に持ち帰り、明日よ

組みからビジネスの現場における

りビジネスに活かせるトーク術を

コミュニケーションのあり方につ

学べた素晴らしい例会となりまし

いてご講演いただきました。

た。

日本語検定の問題を題材とし
て日本語の使い方について改め
て理解を深めるとともに、クイジ
ングという手法から顧客とのコミ
ュニケーションのあり方を見直
し、その中で意識すべきことにつ
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津ＹＥＧ七夕まつり
7月7日（土）に7月 事 業「津
YEG七夕まつり」を開催しまし
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７月事業

津の七夕の新たな1ページを飾る
こととなりました。

た。津観音境内を笹ドームとバ

当日は天候にも恵まれ、
たくさ

ルーンイルミネーションで彩り、

んの来場者に足をお運び頂き、

幻想的な空間を演出するととも

境内の中は、皆様の夢や願い事

に、短冊に願い事を書き、うち

でいっぱいとなりとても温かい気

わ作りができるブースを開設し、

持ちになりました。誠にありがとう

来場者に楽しんでいただきまし

ございました。翌日は青年部で会

た。また、つ七夕まつり連絡協

場周辺の清掃を行いました。津市

議 会の事 業として護 摩 木の配

の観光資源であります 津観音周

布、スタンプラリーの運営を行

辺にたくさんの方が訪れていただ

いました。本年はつ七夕笹流し

けるよう、今後も青年部として取

が始まって30周年となり、記念

り組みを進めてまいります。

事業として津観音仁王門にプロ

写真・記事
2019年度 わいわい研修委員会 委員長

ジェクションマッピングを投影し、

山口 裕子【株式会社山口商会】

人の力はすばらしい

７月例会
7月16日(火)津商工会館1階丸

部ではそれぞれの会員拡大の取

之内ホールにて 7月例会「人の

り組みや若い世代、入会後の経

力はすばらしい」を開催いたしま

験年数が浅いメンバーの育成な

した。高山YEGより谷本和也会

どの現状や考え方について議論

長、松林良太顧問(東海ブロック

いただきました。

直 前 会 長)、高 岡YEGより村 田

大変充実した取り組みが行わ

善寛副会長、宮重光男氏をお招

れており、地域におけるYEGの

きし、パネルディスカッション形

存在感、影響力を感じさせられ、

式で各単会での事業実践、取り

大いに刺激を受けました。他単

組みについてご紹介いただくとと

会の成功事例を学び、知ること

もに、会場のメンバーからの発

により、多くの新しい気付きを得

言も交えながらディスカッション

ることができました。大変有意義

が行われました。

な例会となりました。

第1部では、メンバーの数の
力を背景に実現することができた
事業、活動などについて、第2

新会員紹介

〒514-0815
津市藤方2263-8

Asanuma Shinya
あさぬま税理士事務所

〒514-0004
津市栄町二丁目418 タナカビル2階

西村 康太郎

Nishimura Kotaro
株式会社三重空調

〒514-0047
津市桜田町9-10

７月入会

Koide Teppei
うどん・そば 冨士屋

６月入会

５月入会

小出 哲平

浅沼 慎也

写真・記事
2019年度 津拡大もっと親睦委員会 委員長

金峰 知彦【DartsDinning Bar FIX】

淺野 信二

川喜田 雅則

山田 里加子

〒515-2503
津市一志町日置46

〒514-0806
津市上弁財町4-1

〒514-0064
津市長岡町1212-46

井村 裕輔

草深 利浩

〒514-0027
津市大門34番12号

〒514-0027
津市大門24-1

Asano Shinji
株式会社セントレア

Imura Yusuke
株式会社第三銀行津支店

Kawakita Masanori
三重トヨペット株式会社

Kusabuka Toshihiro
有限会社お焼屋

新会員募集
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おこなっています。ぜひご参加ください。
≪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。

Yamada Rikako
合同会社MERIMERI

お問い合わせ

059-228-9141

津商工会議所青年部 事務局 中尾 松田 廣中

