
（株）松友   松友 誠

（株）エヒメスポーツエンターテイメント
広報委員会

中野 佑
四国電力（株）愛媛支店
繁盛委員会

大原 直樹
（株）フジ
渉外委員会

中野 泰伸
（有）イフ・ソリューション四国（（株）スキップス愛媛支店）
総務委員会

宇都宮 健吾
キリンビール（株）
スマコレ委員会

宇都宮 優大

（株）三真
総務委員会

角村 伸広
オスカー・シンドラー（同）
組織力強化委員会

張 明楊
（株）ムラタ
交流委員会

松本 朱里
（株）ウッドランド森建
広報委員会

森川 祐三
（株）大建設計工務
総務委員会

淺田 哲
リュウズ（同）
繁盛委員会

大野 直史

プレステージ
繁盛委員会

矢野 美香
（株）北海クリーンサービス
総務委員会

山﨑 肇
（株）朋栄社
渉外委員会

柿木 佑介
（株）えにし
広報委員会

阿部 妙子
ｈプロジェクト（株）
ビジョン委員会

佐々木 真理
（同）ＫＪ Ｇａｒａｇｅ
広報委員会

髙橋 孝治

愛媛エナジー（株）
組織力強化委員会

谷木 一孝
山の手リゾート（株）
交流委員会

帽子 大輔
佐藤冷熱
組織力強化委員会

佐藤 祥吾
（株）アイホーム
組織力強化委員会

徳永 和真
（株）Ｄ’ｓエステート
広報委員会

山邉 竜也
（株）アイクコーポレーション
広報委員会

飯尾 昌彦

テン開発（株）
組織力強化委員会

泉 亮一
（株）Shift
広報委員会

礒崎 将一
（有）三幸商会
組織力強化委員会

木田 浩二
司法書士法人南海リーガル
組織力強化委員会

西森 淳一
ピストグループ（株）
組織力強化委員会

松本 充
（株）伊予鉄トラベル
交流委員会

山先 未来

（株）中矢美装
総務委員会

中矢 丈彦
（有）クリーン・メンテナンス・エイゼット
総務委員会

濱田 宗一郎
三浦工業（株）
組織力強化委員会

廣瀬 研志
（株）クリエイトラボ
組織力強化委員会

岡田 教人
（株）小倉葬祭社
スマコレ委員会

船田 一郎
（株）キャンプネット
繁盛委員会

内田 裕太朗
直前会長

永田  穣

会
長
　

安
永 

孝
徳

副会長

武内  義明
（総務・広報担当）

副会長

久保田  大介
（組織力強化・スマコレ担当）

副会長

野本  謙輔
（繁盛・渉外担当）

副会長

松本  幸司
（交流・ビジョン担当）

顧問

兵頭  弘章
監事

浮田  宏行
監事

丸山  武
専務理事

萩野  貴史
出向理事

中村  直司

NEW
FACE

Congratulations 
on your graduation.

YEGに入会させて頂き、活動の中で貴重な経
験をさせて頂きました。
長い間お世話になりました。YEGとしての活動
が十分に出来ず皆様には、ご迷惑をおかけしまし
たが、卒業させていただける事をありがたく思い
ます。これからの益々の青年部の皆さまの活躍を
期待いたします。

今年度の初めに、このような想いと決意を持って取り組んだ1
年でした。

大きなテーマとして、商売繁盛、松山YEGブランドの強化、ビ
ジョンを掲げ、各委員会事業を通じてさまざまな活動をしてきまし
た。商工会議所活動の一翼を担い行動している団体として、会
員企業の発展、自社の健全な経営を行うことで地域貢献に繋げ
ていくこと。会員交流を通じて本当の仲間と出会い、互いに自己
研鑽を積んで学び合い、スキルを向上させること。一人ひとりが人
としての魅力を高めると共に、高い経済的価値を生み出す若き
企業家集団となること。ビジョン策定を通じて会員がベクトルを合
わせ進むべき道を共有するスタートアップの1年となること。子ども
たちの笑顔が溢れる地域活性化事業を通じて、住み暮らすこの
街が少しでも良くなること。
前年度会長からの襷を繋ぎ、多くのチャレンジをした年度でも

ありましたが、YEG活動を通じて、ひとりでも多くのメンバーがそれ
ぞれの花を大きく咲かせてくれていれば幸いです。

新型コロナウイルスの影響により、いくつかの事業が中止・延期
となりましたが、拙い会長を力強くサポートしてくれて、想いをカタチ
にしてくれた役員のみなさん、本当にありがとうございました。そし
て、会員のみなさんのご協力のおかげで、何とかやり切ることがで
きました。1年間、本当にありがとうございました。

（株）福助珍味   内藤 成博
遡ること約25年前、私が22、3歳の時にも一度
入会しておりましたが、当時は活動の意味が解ら
ず直ぐに辞めてしまいました。しかし9年前に再入
会した際、改めて強い団結力と緻密な運営をみ
て、こんなに素晴らしい団体だったのだと感心し、
若い皆さんに見習って頑張らないといけないと思
いました。
皆さんに大変お世話になり、ありがとうござい

ました。現役会員ではなくなりますが、またこれか
らも末永くお付き合いの程、宜しくお願いいたし
ます。感謝！！

レッツ   兼頭 毅

（有）ビー・クラフト   永田 穣
よー、そこの若いのこんな自分のままじゃいけ
ないって頭を抱えてるそんな自分のままで行けよ
よー、そこの若いの君だけの汗のかき方で君だ
けの汗をかいたらいいさ
よー、そこの若いの俺の言うことをきいてくれ

「俺を含め、誰の言うことも聞くなよ。」
よー、そこの若いの君だけの花の咲かせ方で君
だけの花を咲かせたらいいさ君だけの汗をかい
たらいい

（株）レンタルショップ レントオール松山   越智 慎吾
2014年10月に入会して6年間、沢山の方と
様々な活動をさせて頂き大変勉強になり楽しい
思い出となりました。
未来創造・企画委員会を2年間、その後、地域活
性化⇒おとこ前⇒未来創造⇒ビジョン委員会にて
スマコレ出向と一年一年がとても充実することが
できました。ありがとうございました。
皆さんにとって、個人的にも会社的にも有意義

な会になりますよう応援しています。
当社はイベント機材レンタル、会場設営等が主
の仕事ですので、どこかでお会いすることもある
と思います。是非お声掛けをお待ちしています！

最初の2年間は歴代会長が副委員長でバリバリ
体育会系、3年目は、家庭と仕事を犠牲にした松山
まつりの委員長、4年目は例会セミナー講師、5年
目は伊予市での大会中に総務委員会のメンバー
にじゃんじゃかで囲まれた恐怖。6年目は愛大で講
師、7年目、ブロック大会で、あまり目立たない設
備部会の部会長、8年目、愛大生とラーメン作り、9
年目はYEGモールでセミナー講師と楽しいYEG
ライフでした。ありがとうございました。

（有）おがわ   小川 仁
平成23年に先輩の紹介で入会させて頂き、約
10年近くお世話になりました。
特に思い出に残っているのは平成29年度に行

われた四国ブロック大会です。想四想愛のスロー
ガンのもと福岡大会会長、岡部実行委員長の強い
リーダーシップで大会を成功に導きました。その
時の会員個々の能力の高さ、それを引き出す組織
の結束力にYEGの底力を実感しました。
このような会に在籍させて頂いたことに感謝し
ます。

（株）タナカフラワー   島口 直也
平成19年に入会して早13年ホント、時が過ぎ

るの早過ぎです。。
YEGの思い出は何と言っても全国大会えひめ
松山大会です！この時は式典副部会長を任命され
大変勉強をさせて頂きました。全国大会終了後の
達成感はんぱなかったです。今後も大小様々な事
業があると思いますが失敗を恐れずにチャレンジ
して下さい！
松山YEGが益々発展する事を願っております。
長い間お世話になりありがとうございました。

ご卒業おめでとうございます。 新入会員紹介
（令和元年度・入会月順）

役　員

平成という一つの時代が終わり、
令和という新たな時代の幕開けとなる今年度
「百花繚乱－Starting Over－」のスローガンのもと、
一人ひとりがそれぞれの花を大きく咲かせ、
次代を担う多くのメンバーが出てくる年度となるよう、
会長として自らを律し全力で行動していきます。2020 vol.70
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今年度は最初と最後の事業を担当しました。4月は平
成最後の会員総会となり、新しい時代の令和が始まりま
した。松山YEGの最高決定機関である総会運営を担い、
年間事業と予算の確定、次年度の会長ほか三役を無事可
決頂きました。また、最後の事業で納会卒業式も担当さ
せて頂きました。今年担いを受け初めての役割を受けた
委員会メンバーの皆さんも経験を積めたと思います。1
年通して参加頂きありがとうございました。

永田直前会長から安永会長への会長バッジの引き継
ぎや各委員長らへの委嘱状の交付が行われ、「百花繚乱
～Starting Over～」のスローガンの下、令和という新時
代の幕開けとなる一年が始まりました。
また多数の来賓の方々にご臨席頂き、四国中央YEG

と吉野川YEGの皆様も県大会・ブロック大会のPRに来ら
れ、盛会となりました。

松山青年会議所、松山法人会青年部会と松山YEGからなる松山青年
3団体のメンバーが集い交流を図りました。
今年度は各団体対抗の「eスポーツ」で盛り上がり、松山YEGは日ごろ
の団結力の強さを見せつけ見事優勝しました。
他団体の皆さんとも交流を深められ、実りある交流会となりました。

スポーツを通じて会員間の交流
を深めている「YEGアスリートクラ
ブ」。10月20日に西予市で開催された「サイクリング in 四
国西予ジオパーク」に参加しました。参加したメンバーは気
持ちよくサイクリングと自然を楽しむことができました。
前日にはキャンプ場で火を囲みながら、自然の中で食事

をしたり、メンバー間で語り合ったりして結束を高めること
ができました。

会員だけでなくご家族にも参加して頂
き、いつもと違う場所と雰囲気で交流を
図ることができました。
八幡浜港近くのどーや市場にて昼食の
海鮮バーベキューを堪能。その後、じゃこ
天の製造工場にて素材や製法にこだわっ
たじゃこ天の製造を体験しました。

11月11日の「YEGの日」を記念して、
11月16日に香川県坂出市にて「Yランド
リーグ 全国ソフトボール大会」が開催さ
れ、日本全国より16チームがエントリー
しました。松山YEGも選抜チームにて本
気で4年ぶりの優勝を目指すべ
く参加しました。
少数精鋭、気合十分で臨み

ましたが、惜しくも準優勝。来
年度に向けてリベンジを誓った
大会となりました。

臨時会員総会では次年度副会長と専務理事の選任、正副委員長
の公示が行われました。
懇親会では、初めに恒例となっている女性会コーラス部の皆様
の美声を堪能しました。その後は副会長の担当委員会毎に4チー
ムに別れ、対抗ゲームや演芸大会で盛り上がりました。結果は松本
副会長を筆頭とする交流・ビジョン委員会のチームが優勝を収め、
令和最初の一年を締めくくりました。

昨年度まで当青年部が企画・運営を行ってきた愛媛大学提供講
座が今年度は少し形を変えて実施されました。
まず、奥山委員長と岡部委員長の2名が講師として「人はなぜ働くのか」をテーマに講話
を行いました。その後、学生とYEGメンバーがクロストークにて活発な意見交換を行い、学
生が抱えている就職への期待や不安、悩みなど様々な思いを聞くことができ、学生の仕事
への意識の高さを感じました。
最後には、学生が講義を通じて学び、気付いたことをプレゼンし、YEGメンバーも大変勉
強になる有意義な講義となりました。

今年度入会した新入会員とその紹介者、役員など約
60名が参加しました。
兵頭顧問が商工会議所とYEGの歴史やYEGの存在
意義、今後の課題について講演された後、懇親会では同
期となるメンバー間の結束を強めることができました。

臨時会員総会で次年度会長予定者に安永会長を選任。
引き続き開催された例会では「スマコレランドまつやま」の事業
報告とグループディスカッションによる反省会を行いました。 
その後の懇親会は慰労会としてスマコレで実施したゲームを元

にしたアトラクションで盛り上がり、事業成功の喜びを分かち合い
ました。

親会正副会頭・専務
理事と青年部役員と
の間の交流を図り、意
見交換させて頂きまし
た。また永田直前会長
から昨年度の活動の
報告が行われた他、各
委員会の正副委員長
から今年度の活動計
画の説明も行いまし
た。

令和初となった例会は、交流委員会の企画・運営でキ
スケKITにて、ボウリング・カラオケ・クライミングなどの
アトラクションを楽しみながら会員間の交流を図りまし
た。これまで接点が少なかったメンバーとも繋がりが生
まれ、その後の懇親会でも話に花が咲き、親睦を深めら
れました。

四国中央市にて開催された愛媛県大
会に松山YEGから約80名が参加しまし
た。
難しい話題も解りやすくユーモアに話

す杉村太蔵氏の講演や地域を支える産
業を体験・見学できる分科会で四国中央
市を満喫しました。
昨年度、豪雨災害で中止となった宇和
島大会の想いも加わった熱い大会とな
りました。

9月開催の「スマコレラ
ンドまつやま」を前に松山
まつり堀之内会場にて事
業のPRを兼ねたブース
出展を行いました。
スマコレ当日に登場予
定のアトラクション「から
くり水鉄砲」を設け、夢中
になって遊ぶ大勢の子ど
もたちとYEGメンバーが
ふれあいました。

仲間県内でビジネスの話をして互いの商売につなげようとの思
いで、今年度初開催となった「繁盛EXPO Yモール」。約130の会員
企業が出展し自社の商いをPRしました。
相続や資産運用などのセミナーコーナーやタイムオークションなども設け、会員のみな

らず一般市民の方にも多数お越し頂きました。
事業終了後、実際に新しいビジネスに繋がったケースも出ており、YEG本来の活動目的

である「商い」を切り口とした活気ある事業となりました。

徳島・吉野川市にて開催された四国ブロック大会に
は、松山YEGから約40名が参加しました。
徳島の名所や美味しいものを満喫できる分科会やエ

ド・はるみ氏の記念講演が催されたほか、懇親会では迫
力あるファイアーパフォーマンスに圧倒されました。

昨年度、松山の偉人「小林信近翁」の没後100年を
機に、100年後の故郷松山にも子どもたちの笑顔が
あふれているようにと始まった本事業ですが、今年
度も城山公園内に1日限りのテーマパークを出現さ
せました。
台風の影響で開催が心配されましたが、当日は見
事に晴天となり、約15,000人の市民の皆様に来場
頂きました。
協賛各社・各種団体の皆様にもブース運営のご協
力を頂き、たくさんの子どもたちの笑顔があふれま
した。

今年度はビジョン委員会を中心に中期ビジョン策定についての様々な検討や情報収集
を行いました。その一環として、岡山YEGから5名のメンバーをお招きし、お話を伺いまし
た。中でも日本YEG歴代会長の吉田大助氏には、ビジョンを軸とした活動事例などをお話
し頂きました。松山YEGメンバーは約50名が参加。岡山YEGでの先進的な取り組みや考
え方に触れ、自分たちの活動のヒントを多数頂きました。

松山商工会議所会員大会
にYEGメンバー35名が参加。
各テーブルにて名刺交換の
サポーター役を務めました。
また会場内にYEG特設
ブースを設け、日頃の活動の
紹介や入会のPRを行いまし
た。
多数の親会会員事業所の
皆様と交流し、自企業と松山
YEGのPRもさせて頂き有意
義な会員大会となりました。

YEGの卒業生であるマスター
ズの皆様の総会に、現役会員か
ら役員約20名が参加させて頂きました。
今年度も総会・例会をはじめ各種事業にご参加・ご協
力を頂き、また日々助言を下さりながら、現役メンバー
の活動を強力に後押し頂きました。

「繁盛EXPO Yモール」へのご参加ありがとうございま
した。
初開催ではありましたが、半数以上の参加者より新た

なビジネスの繋がりができたいうアンケート結果に委員
会メンバー万歳三唱です！たくさんあった反省点も、しっ
かりと検証し次年度へ引き継ぐことができました。今後、
さらに会員企業の発展に直結する事業として全会員ワン
チームで盛り上げていきましょう！

「百花繚乱～StartingOver～」のもと、前年度の実績と
経験を踏まえ、YEGが団結し、地域と協働し、多くの笑顔
（スマイル）という花を咲かせ、集める「スマコレ」2年目と
して再出発。台風の影響などありながら、前回を上回る
15,000人以上の笑顔が集まりました。
スマコレメンバー、本当にお疲れさまでした。スマコレ
の委員長を２年連続挑戦したことを誇りに思い、すべての
ことに「ありがとう」と感謝し続けた令和元年度でした。

新設委員会ということもあり、手探り状態の中でス
タートした委員会でしたが、歴代会長の講演から始まり、
ビジョンによって急成長した岡山YEGの講演、そしてこれ
までの松山YEGについて委員会で調査研究することに
より、様々な課題が浮き彫りになりました。これを機に５年
後１０年後の松山YEGが魅力溢れる経済団体になること
を皆さんと共に目指していきたいと思います。

6月度例会・11月会員交流会（八幡浜）・12月度例会
（忘年会）をメイン事業として取り組み、FOR YOU 精神
をもって企画・運営させて頂きました。企画準備段階では
様々な意見も頂戴しましたが、事業終了後はメンバーの
笑顔が溢れ、親交も深まったとの感想を多く頂きました。
反省点はありましたが、交流委員会のメンバーに支えて
頂き、事故や怪我なく事業が完遂できたことに感謝しま
す。ありがとうございました。

組織力強化の担当事業として新規会員の「拡大」、既存
会員の出席率向上による「強化」、ブランディングによる
「認知」この3つの活動を通じて、綱領・指針に会員の意識
が結び付くことで、会員企業の発展、地域経済の活性化
へとつながる様に考え、事業を実施しました。ご協力頂き
ました皆様、委員会メンバーの皆さんありがとうございま
した。

今年度の広報委員会は外向きの広報をテーマに、ホー
ムページのリニューアルに取り組み、アクティブな情報発
信を心がけて活動してまいりました。
初めての委員長ということで委員会メンバーや周りの
方に大変ご迷惑をおかけしましたが、沢山の方に支えて
頂き、無事１年を終えることができました。
この1年で学んだこと、経験させて頂いたことを大切に

し、次年度も一生懸命頑張っていきたいです。
1年間ありがとうございました。

心に残っているのは、県大会四国中央大会での「ジョイ
フル分科会」。それはそれで楽しかったのですが、反省を
踏まえ、現地分科会に参加できなくても「これなら行って
みたい」と思ってもらえる企画を考え、四国ブロック大会
吉野川大会で実施して参加メンバーから好評を得られた
ことは、ひとつの達成感がありました。全国大会沼津大会
でも交流に繋がるようしっかりサポートして、1年間を締
めくくりたいと思います。渉外委員会メンバーをはじめ、
支えてくださった皆様に感謝です。ありがとうごわす。

総務委員会
委員長 岡部 純二 副委員長 武智 慧
スマコレ
出向　  向田 伊之一 幹事  小野 隼

繁盛委員会
委員長 奥山 諭 副委員長 金浦 晃大
スマコレ
出向　  合田 明日香 幹事  佐々木 孝二

スマコレ委員会
委員長 戸田 惠介 副委員長 山口 達広

幹事  御手洗 宏

ビジョン委員会
委員長 森松 直木 副委員長 長田 正行
スマコレ
出向　  越智 慎吾 幹事  安永 友樹

交流委員会
委員長 木村 豪宏
スマコレ
出向　  大堀 豪 幹事  向井 佐耶香

組織力強化委員会
委員長 長岡 広城 副委員長 阿部 一大
スマコレ
出向　  小野 雅紀 幹事  野中 佑也

広報委員会組織力強化委員会
委員長 福山 寛二 副委員長 横川 博文
スマコレ
出向　  渡部 弘之 幹事  宮本 悠司

渉外委員会
委員長 稲田 創是 副委員長 好光 大輔
スマコレ
出向　  若宮 良太 幹事  中川 和則

通常会員総会
4月度例会

正副会頭・専務理事と青年部役員との交流講談会6月度例会 愛媛県大会 松山まつりへのブース出展 繁盛EXPO Yモール（8月度例会） 四国ブロック大会 スマコレランドまつやま

中期ビジョン策定に向けた勉強会親会会員大会

マスターズ総会4
April

青年3団体交流事業 会員交流事業 in 八幡浜アスリートクラブ Yランドリーグ全国ソフトボール大会

新入会員研修会

臨時会員総会・12月度例会 愛媛大学提供講座

2月度例会ではビジョン策定キーワー
ドとなる課題について考えるグループ
ディスカッションが行われ、活発な意見を
集約しパネルディスカッション形式で各
委員会が発表を行いました。松山YEGが
30周年を迎えるにあたり今後の活動に
繋がる現状の検証を行いビジョン策定に
向けてのメンバー間の意識や意見を共
有することが出来ました。

2月度例会

静岡県沼津市において第
３９回全国大会「ふじのくに静
岡ぬまづ大会」が開催され、
松山YEGからも45名が参加しました。
コロナウイルス感染拡大の影響もあり開催自体が
危ぶまれていましたが、静岡県連一丸となり式典や懇
親会、分科会、卒業式など「創意工富」の詰まった素晴
らしい大会となりました。

全国大会

臨時会員総会・10月度例会
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1
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2
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6
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7
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8
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9
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令和元年度 広報委員会・遊悠制作メンバー 松山YEGのオフィシャルWEBサイトや
SNSでフォローして最新情報をチェック！担当副会長 武内 義明

委　員　長 福山 寛二
副 委 員 長 横川 博文
スマコレ出向 渡部 弘之
幹　　　事 宮本 悠司

内藤 成博
脇本 周一
長井 裕之
髙野 進一郎
末田 由紀夫
高岡 誠

森川 祐三
梶谷 洋平
福崎 能敬
飯尾 昌彦
井上 直輝
山邉 竜也

礒崎 将一
阿部 妙子
向田イイチュイ
吉村 智臣
青野 匡起
亀井 喜広

村下 只紘
薬師神 権祐
中野 佑
髙橋 孝治
浅井 祐紀
中西 庸輔

大西 貴尚
白澤 慶悟 ▶公式サイト http://matsuyama-yeg.com

▶facebook https://www.facebook.com/matsuyama.yag/
▶twitter @myeg18
▶Instagram @matsuyama_yeg
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