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【総務委員会】第８６回通常総会が開催！
第８6 回通常総会を開催した
総務委員会竹本委員長の素顔！

竹本委員長を支えるメンバーたち。
総務委員会ってどんなところ？？
メンバーにも総務委員会の感想を聞いてみた！
【加門君】
戸惑いながらも、言葉を選びながら真剣に答えてく
れました。「総務委員会は、縁の下の力持ち、まと
め役、目立たないけど事業等いろいろな部分で要か
なって思います。総務ならではの責任を、少しずつ
だが体験が出来ているのかな。」というコメントを
いただきました。昨年の委員会とあまりメンバーが
変わっていないので、あれ？○○君どこ？と落ちも

平成 29 年度加西 YEG の全体を統括する総務委員

忘れなかった。

会委員長の竹本良三君にインタビューを行ってき

【井上君】

ました。

「まさか！自分が総務の副委員長になるとは思っ

Q, 委員会メンバーに望む事はありますか？

てなかったので、年度初めは戸惑いの方が強かっ

A, 総務委員会は、セレモニー的な事が多く、自分

た。竹本委員長が委員会運営、YEG 活動を理解して

らしさを出しにくい事も多いので、一年を通して楽

いるので、教えてもらいながらの半年、やっと自分

しく活動してもらいたい。一年間の活動で加西 YEG

がするべき行動が分かるようになってきた。年度初

全体の活動内容を少しでも覚えてもらいたい。

めよりは余裕がでてきたと思う。委員長、副委員長

Q, 約半年間の活動で、委員会の手ごたえはありま

の仲良くなれる部分を体験してます。」とのコメン

すか？

トを頂きました。ちょっと慣れてくると、そこに落

A,非常にメンバーの出席率が良く、メンバーの協力

とし穴が（ニヤッ）どんどんそういう体験もして、

的な姿勢は助かっています。

一年間総務委員会副委員長を頑張ってください。

Q, 例えばどんな部分が自慢できますか？
A, 委員会メンバー全員が積極的に行動してくれ

委員長の印象をひとこと

る！この部分は、自慢したいです。

「委員会メンバーが集まるので、委員長の運営が良

Q, 総務委員長として活動してみて、もっとこうな

いと思います。
」副委員長も委員会運営に携わって、

ればという思いがあれば一言お願いします。

いろいろ経験することで、次年度以降楽しみな委員

A, 加西 YEG をひとつにしたい！

長が誕生しそうやなぁ～と思いました。

【友井君】
久しぶりにフロアメンバーになった経験豊富な友

第８６回通常総会の様子を報告！
総会は厳粛ムードでした♪

井君に、総務委員会の印象を聞いてみた。
「委員長が役割をよくメンバーに振る。声掛けが上
手い！結果、委員会への出席率が非常に良い。」友
井君には、豊富な経験を活かしてご意見番がんばっ
てください！

専務理事
富永千秋
コメントを頂くのを
忘れたので写真だけ笑

委員会への出席率を口にするメンバーが多いのが
印象的でした。やはり委員会はメンバーに出席して
もらわない事には始まらないですからね。
今回は、協議の場ではなく、総務委員会メンバーで
行うバーベキューにお邪魔しました。こういった懇
親会を委員会で行う事は、より緊密な人間関係の
構築に繋がるのではないかと思いました。取材中、
メンバー同士がよく喋っていました。気軽に話し合
える環境は非常に重要なのではないでしょうか？
屈託ない意見交換が出来ることは、委員会協議にも
繋がるのではと思いました。総務委員会の団結力に

平成 29 年 5 月 26 日（金）加西商工会議所にて第
86 回青年部通常総会が開催されました。
平成 28 年度の事業報告と収支決算が無事承認され
ました。皆様のご協力によりスムーズな進行とな
りました。
総会終了後には、守山 YEG、滋賀県連、近畿専門
委員の皆様がお越しになり近畿ブロック大会の PR
をされました。近江守山大会を盛り上げられるよ
う加西 YEG も協力していきましょう。また新入会
員による恒例の 3 分間スピーチが行われました。

脱帽です！
いろいろ話を聞かせてもらう中で、委員長の思い
「加西 YEG をひとつにしたい」この思いは、竹本
委員長の成長とともに、達成されていくのではない

今回は、2 名です。イトウ工芸の伊藤君と
shop

BARBER

OLLIE の朝比奈君です。伊藤君はとても緊張

しておりましたが自社看板製作の PR もしっかりし
ていました。看板の事ならイトウ工芸に！！朝比

かと感じました。
仲良しの総務委員会！みんなで

奈君は、散髪屋を営み新しい分野での展開も考え

バーべキュー。懇親もバッチリ！

ているとのことでした。高齢で散髪に足を運ぶの
が困難な方などを対象に出張サービスでの散髪も
今後視野に入れているとのことでした。二人とも
気さくで話やすいので皆様どんどん話しかけてく
ださい。
最後に、ええもん王国で懇親会が開催されまし
た。多くのご参加により益々交流を深めていただ
けたと思います。
（取材担当：原田敏和・松尾雄哉）

【会員親睦委員会】４月度会員親睦会を開催！
初事業を終えた佐々木委員長に
インタビュー！！

会員親睦委員会の裏側をリサーチ！
メンバーから見た委員会・委員長の姿！
Q.会員親睦委員会は楽しいですか？
A.（伊藤貴則くん）
はい。新鮮な幅広い年代の人に出会えますね。
特に、高橋伸尚さんからの刺激が強いですね（笑）
Q.佐々木委員長ってどんな人ですか？
A.（高橋伸尚くん）

Q.委員長として初めて事業を開催してぶっちゃけどうでした？

そうやねー、よう頑張っていると思います。

A.大変だった。正直に言うと、思い込み悩みに悩んだ。これで良い

メンバーのことをよく考えて気配りのできる

かな、もっとこうしたらよいのか、考えていると、終わりなく悩み

素晴らしい委員長ですよ！

ました。会員親睦委員会が未知の世界に感じる始まりでしたね。

（山本徹くん）

Q.そもそも今年は西村会長から依頼があって、委員長職を受けたの

いままでの青年部活動でイチバン！自然に上手に

ですか？

物事を運んでいるので、フロアメンバーとしても

A.はい。委員長をやってみたかったんです。未知なる扉を開けてみ
たかったんです。まだ、分からないことだらけで扉を開けれていま
せんが（笑）
Q.実際委員長として半年ぐらい経ちましたが、現在は自己評価何点
くらい？
A.点数はつけれません。※委員会メンバーの皆さんが、代わりに採
点、９７点でした！

過ごしやすいです。
Q.佐々木委員長を一番そばで見ているのは神田潤副委員長ですが、委員
長に「ここ直してほしい！」ってとこあります？
A.（神田副委員長）
痛風。（健康になってほしい・・・）
Q.佐々木委員長を一番陰で見守っているのは大西東志男担当副会長で
すが、委員長に向けて「伝えておきたい一言」ってあります？？
今年の委員長で一番いい。担当副していて本当に
そう思う。伝えておきたい言葉は「来年のことも
よく考えて、しっかり学んでほしい！」かな。
（取材担当：高橋伸弥・有方信介）

佐々木委員長プレゼンツ
会員親睦委員会期待の新会員を紹介！
伊藤貴則くん（イトウ工芸）

伊藤くんはとても優しくて、
おっちょこちょい、お酒を飲んで
酒に飲みこまれる、明るく、気さくに溶
け込んでくれます。そのキャラクター
で委員会を盛り上げてくれます。
いつもありがとう！

会員親睦委員会からのお知らせ
今年度はこれから後半戦に入ります。事業では「視察研
修」を行います。また、有志の事業で青年部メンバーの
ご家族とのＢＢＱ大会も予定しております。
これからも委員会メンバーとチカラを合わせて楽しい事
業を企画していきますので、ぜひぜひ参加してください。
宜しくお願いします！

【近ブロ準備委員会】春の会長会議開催！
事業を終えて振り返る！
藤井委員長に単独インタビュー！

委員長を支える副委員長
誉田篤央君が熱い思いを語る！
Q.春の会長会議を振りかえってどうですか？
今回春の会長会議をするにあたって、若手や経験
の浅いメンバーを主軸に組織を構成しました。先輩
方からいろんなアドバイスをいただきながら本番
を迎えることができました。藤井委員長のできるだ
けのもてなしをと言う要望を念頭に全国から来て
下さった皆様をできる限りもてなそうと日々、みん
なと協力しながらいいものができたと思います。

6 月 10 日（土）
「平成 29 年度近畿ブロック商工会
議所青年部連合会」第二回役員会、定期総会と第一回
会長会議をラヴィ加西で行いました。近畿ブロック
52 単会の会長をはじめ 300 名以上の YEG メンバーが
加西の地へ集いました。
近畿ブロックの役員会開催は昨年度に経験しまし
たが、春の会長会議は初めての経験なので近畿ブロ
ック大会の前哨戦と捉え、絆委員会を中心に 28 年度
から準備を始めました。
前年度に開催した守山 YEG や
近畿 YEG ともしっかりと連携を図り、また加西から
日本 YEG 政策提言委員会へ出向している池田君、総
務委員会へ出向している西村君、企画委員会へ出向
している石上君とも情報交換を密にし開催直前まで
しっかりと準備を行ってきました。
前年度から準備を始めてきましたが、やはり開催
直前には確認事項や準備に追われ、連日夜遅くまで
作業することとなりました。その甲斐あって参加者
の多くの方からお褒めのお言葉を頂き、今までの苦
労が報われたのではないでしょうか。
また、懇親会では近畿ブロック 52 単会の絆を深め
たいとの西村会長の思いから各単会のノボリを提供
して頂き１枚の布に縫い合わせた巨大なノボリ？を
作り上げ、近江守山大会応援の法被とともに、守山
YEG にプレゼントさせて頂きました。近畿 YEG 寺田会
長の涙の謝辞とともに、まさに近畿がひとつになっ
た瞬間を参加者全員と共有できました。この勢いを
そのままに、来年の播州かさい大会に向けもう一段
ギアを上げて準備に取り掛かりたいと思います。
最後になりましたが、この場をお借りして本会の
開催にあたりご尽力頂きました関係者の皆様に心よ
りお礼申し上げます。

Q.春の会長会議を通して学んだことは？
今回一番に重きを置いていたのは組織でしたが、
本当に一人一人の力はすごいと感じました。反省し
なければならないこともたくさんあり、組織の持つ
難しさを身をもって経験しました。これから控えて
いる近畿ブロック大会や 5 年後 10 年後のためにが
んばっていきたいです。

（取材担当：三宅卓也・三枝正弥）

近ブロ準備委員会からのお知らせ
これから来年主管地として開催する「近畿ブロック
播州かさい大会」に向けて、加西 YEG 一丸となって
取り組んでいきます。加西 YEG のメンバーの協力は
もちろん、OB や関係者の皆様のサポートが必要とな
ります。加西での開催が成功するよう、今後もお力添
え頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

【開発委員会】献血事業！
毎年イオンモール加西北条店で献血事業！今年は夏献血！

今年度の献血事業は 7 月の暑い時期に変更。

献血受付者数

117 名

冬場と同じく、この暑い夏場も血液不足になりがち

献血者数

85 名（400ml）

な季節なんです。

血液確保量

34000ml

加西 YEG が女性会や日本赤十字社と連携し、イオン
モール加西北条にて 7 月 17 日献血事業を行いまし
た。
日中は気温も 30 度と非常に蒸し暑い中、青年部メ
ンバー28 名が協力し、献血 PR 活動をすることで、
イオン来場者へ献血のご協力をお願いしました。
厚生労働省から表彰を受けている継続事業です。
加西 YEG として社会貢献に繋がる事業ですので、その
重要性をメンバー１人１人が理解すべき事業のひとつ
だと思います。

（取材担当：原田敏和・藤原昇卓）

新入会員紹介！
未来の加西 YEG を担う、加西で活躍するメンバー！part.1

朝比奈

伸浩

■事業所

BARBER

■入会動機

shop

OLLIE

（理髪店）

異業種の方々と交流を持ちたかったので入会しました。

■趣味・特技

スノーボードと温泉旅行

■座右の銘・好きな言葉

三朝温泉がお気に入り。

一期一会

■PR 組合未加入のため夜遅くの散髪もやっています。今の店舗とは別にお
年寄りに寄り添う介護の出張理髪をしたいので出張先ご紹介ください。

伊藤

貴則

■事業所

イトウ工芸

（看板・標識製作）

■入会動機 いろいろな職業の方と交流を持つことによって自分自身が成長で
きればと思い入会しました。
■趣味・特技 空手
■座右の銘・好きな言葉

不撓不屈

■PR ステッカーから屋上看板、電飾看板のデザイン製作・取付をしていま
す。
「イトウさんのところに頼んでよかった」と言っていただけるものづ
くりを目指しています。

三枝

智博

■事業所

CCF

■入会動機

（新車・中古車・並行輸入車販売

車検代行

パーツ販売）

知り合いが入会して楽しそうだったのと経営の勉強にもなると

思い入会しました
■趣味・特技

マリンスポーツ

■座右の銘・好きな言葉

百折不撓

■PR とりあえずの目標は現状維持すること。車のことなら何でもお任せくだ
さい。

未来の加西 YEG を担う、加西で活躍するメンバー！part.2

正中

俊成

■事業所

ティアラスタイル
（車両販売・整備

■入会動機

㈱ネクストアドバンテージ
カーセキリュティ販売等）

いろいろな業種の人と交流して、勉強会にも参加したかったので

入会しました。
■趣味・特技

釣り全般

■座右の銘・好きな言葉
■PR

一期一会

自動車に関わること全般承っております。特にカーセキュリティやカー

ナビ等の電装品の整備では全国的な受賞歴など定評があります。

藤原 昇卓業 ピザ・イタリアン）
■事業所 IL BINARIO DI ORO （飲食
■入会動機 県外・海外で働いていたので加西市に人脈がないので、多くの方々
と交流を持てればと思い入会しました。
■趣味・特技 サッカー・フットサル
■座右の銘・好きな言葉
■PR

当たり前ですが料理

敬天愛人

2016 年に加西市に寄贈されたピザ窯を譲り受け、北条鉄道

ナポリピッツァ専門店をオープンしました。イタリア

播磨横田駅に

ナポリで学んできた

本場の味をのどかな田園風景の中で召し上がってください。

藤原

基博

■事業所

藤 GARDEN （鉢花・苗の生産）

■入会動機

独立後、経理が苦手で簿記の勉強をしたいと思ったのと、たくさ

んの人と出会えるから。
■趣味・特技

マリンスポーツ。中でもジェットスキー（ヤマハ製 1100cc）

■座右の銘・好きな言葉

桜梅桃李

■PR いつか花を中心とした子供から大人まで集まれる複合施設を作り、沿道
植栽で加西を色鮮やかにしたい。ポインセチアや多肉植物や葉牡丹その他
いろいろ生産してます。

（取材担当：神田泰三・桜井公冶郎）

