
令和四年度
青年部

広報誌広報誌
長崎商工会議所
CORE COMMUNICATE IN NAGASAKI

令和四年度スローガン

「繋がる長崎 繋げる長崎YEG」

　皆様のおかげで、コロナ禍を超えて令和４年度は全事業を
開催することができました。本当に感謝しております。人と人
とが対面できず、交流を図れなかった苦しい期間がありまし
た。その期間でも西九州新幹線開業など長崎の活性化を図
る機会があり、我々長崎YEGも様々な形でイベントに参加、
開催することができ、機運醸成の一助ができたことかと思い
ます。今こそ繋がりを持ち長崎を活性化させる、その先導者に
なるのはいつだって我々長崎YEGだと意識していただくこと
を切に願います。私たちならきっとできると信じております。
　本当に一年間ありがとうございました。

第41代会長　井手　一

　令和2年11月に先輩や理事の方から
ご紹介いただき入会させていただきま
した。短い間でしたが、たくさんの皆さ
んに良くしていただいてとても感謝して
おります。誠にありがとうございまし
た。卒業後も仲良くしていただけたら
幸せです。

広報委員会 副委員長 柴田 正明 様

　YEGに入会から二年半とてもお世話
になりました。入会から状況が変わり
ゆく中で、委員会や例会などもなかな
か参加出来なかったですが、それでも
参加した時には変わらず接して頂いた
事はいい思い出です！
　沢山の方々が頑張っているお話を聞

けるだけでも、元気を頂いたと思っております。最後の送る夕
べも仕事の兼ね合いで参加出来ないのも残念ですが、皆様の
ご活躍をお祈りしております。

長崎創生委員会 園田 友和 様

　YEGに入会してあっという間に６年
が経ち、気がついたら卒業でした。こ
の6年間で体重が増えるとともに血圧
と尿酸値も上がりましたが、それ以上
に入会しないと味わえなかったいろい
ろな経験をさせていただき、最終年度
には監事という大役まで仰せつかり、

濃密なYEG生活を送ることが出来て入会してほんとに良かっ
たと思います。
　特に全国サッカー大会長崎大会は運営側として、大変な思
いもしましたが貴重な経験をさせていただきました。卒業は
寂しいのですが、このYEGで学んだ事を今後に活かしていき
ます。
　長崎YEGが益々発展し現役会員の皆様がご活躍されるこ
とを願っております。大変お世話になりました。

監事 穐山 大輔 様

　YEGに入会して4つの委員会と理事
者も経験し、色々な事業に参加させて
頂く中で沢山の先輩・後輩の方に仲良
くして頂き本当に楽しく濃厚な5年4ヶ
月を過ごさせて頂きました♪
　異業種でありながら同じ目的に向かっ
て進み一つの事業を作り上げる事。

　そして、大人になってからも卒業と言う節目がある事も貴
重な経験です。YEGでの出会いや経験は一生の宝物となりま
した♪
　本当にありがとうございました！

組織強化委員会 山口 絵理 様

　約３年間の短い間でしたが、お世話
になりました！
　入会後に配属され山口委員長をは
じめ委員会の皆さんに暖かく受け入れ
ていただいた長崎未来都市委員会、金
澤委員長のもとで長崎市長の前で長
崎市の観光について提言を発表すると

いう恐ろしくも貴重な体験をさせていただいた二年目の政策
提言委員会、そして三年目の今年度は同期入会の天田委員長
率いる例会委員会で、例会の企画、実施、報告を毎月繰り返
しながら飲み会もやるという、忙しくも充実した一年を過ごさ
せていただきました。
　あっという間の楽しい三年間でした。もっと早く入会すれば
よかったと後悔しています。皆様、ありがとうございました！

例会委員会 副委員長 内田 佳伯 様

　最後の思い出は、卒業式の時に写真撮影もあり目立とうと
思い、シークレットシューズを履いていったのですが、誰にも気
づかれず特にウケることもなかったという残念な失敗でした。
　これからもYEGの皆様のご発展とご活躍を心よりお祈りい
たします。
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研修委員会

奥野麻梨亜

事業所名：スナック 翔
業　　種：飲食店
入会希望理由：人脈を広げて長崎の事業に貢献

したいと思います。
趣　　味：映画鑑賞、ゴルフ、釣り、温泉
入 会 月：令和4年５月 渉外委員会

澤勢瑞城

事業所名：㈱さわせ薬局
業　　種：薬局
役　　職：代表取締役
入会希望理由：人脈の拡大、地域貢献
趣　　味：野球、ゴルフ、居合、剣道、空手
入 会 月：令和4年５月

例会委員会

山田　満

事業所名：だしぼんず
業　　種：飲食業
役　　職：代表
入会希望理由：人脈拡大の為
趣　　味：マンガ
入 会 月：令和4年５月

例会委員会

原口勇樹

事業所名：㈱Risky
業　　種：飲食業
役　　職：常務
入会希望理由：人脈拡大
趣　　味：ゴルフ
入 会 月：令和4年４月

政策提言委員会

工藤良太

事業所名：㈱長崎浜町不動産
業　　種：不動産
役　　職：不動産アドバイザー
入会希望理由：上司の勧め
趣　　味：将棋観戦
入 会 月：令和4年５月

特別事業委員会

片山雅志

事業所名：片山電気保安管理事務所
業　　種：電気設備保守管理
役　　職：代表
入会希望理由：会員の方との交流
趣　　味：釣り
入 会 月：令和4年６月

組織強化委員会

大西脩平

事業所名：㈱ラッキーネットワークサービス
業　　種：通信業
役　　職：外商部　主任
入会希望理由：人脈作りのため
趣　　味：野球、一発芸
入 会 月：令和4年 4月

例会委員会

中村優太

事業所名：㈱サンフラワー
業　　種：放課後等デイサービス
役　　職：代表取締役
入会希望理由：人脈拡大の為
趣　　味：お酒
入 会 月：令和4年６月

渉外委員会

濵野信一

事業所名：㈱ふらみんご保険事務所（長崎営業所）
業　　種：保険業（コンサルタント）
役　　職：西日本統括マネージャー
入会希望理由：会員交流、創業支援
趣　　味：ラグビー
入 会 月：令和4年６月

組織強化委員会

橋本俊介

事業所名：㈱サン・ホールディングス
業　　種：保険代理店
入会希望理由：同じ世代の異業種の方々との

交流を深めてビジネス・プライ
ベートの幅を拡大したい

趣　　味：お酒を飲む事
入 会 月：令和4年８月

渉外委員会

光冨英治

事業所名：㈱はくしか
業　　種：飲食業
役　　職：取締役
入会希望理由：長崎をより一層盛り上げたい為
趣　　味：麻雀
入 会 月：令和4年６月

まちづくり委員会

内海宏一

事業所名：㈱九州広告
業　　種：広告業
役　　職：プロデューサー
入会希望理由：人脈を広げるためです。
趣　　味：サウナ・ウォーキング・サッカー
入 会 月：令和4年 8月

会員交流委員会

安達敢生

事業所名：㈱安達製麺所
業　　種：飲食業
役　　職：取締役
入会希望理由：異業種の方々との交流を深めた

いため
趣　　味：サッカー・筋トレ
入 会 月：令和4年９月

例会委員会

安永詩帆

事業所名：合同会社ＳＫＫ
業　　種：美容業
役　　職：代表
入会希望理由：人脈拡大のため
趣　　味：映画・麻雀
入 会 月：令和4年６月

研修委員会

小野原善一郎

事業所名：㈱小野原本店
業　　種：からすみ製造販売
役　　職：専務取締役
入会希望理由：見識を深める為
趣　　味：サウナ
入 会 月：令和4年９月

渉外委員会

佐藤史龍

事業所名：㈱佐藤建装
業　　種：建設業
役　　職：代表取締役
入会希望理由：交流等
趣　　味：格闘技
入 会 月：令和4年７月

広報委員会

松野和治

事業所名：㈲西九州メディア
業　　種：電気通信工事業
役　　職：部長
入会希望理由：企業交流
趣　　味：子育て
入 会 月：令和4年９月

組織強化委員会

近藤和史

事業所名：治療院ＫＯＮ堂
業　　種：鍼灸院
役　　職：院長
入会希望理由：人脈づくり
趣　　味：映画鑑賞、バイク（ツーリング）
入 会 月：令和4年７月

組織強化委員会

分部　高

事業所名：ＡＷＡＧＡＩ
業　　種：飲食業
役　　職：代表者
入会希望理由：人脈拡大
趣　　味：時計に興味を持ち始めたところ
入 会 月：令和4年 10月

組織強化委員会

山口直仁

事業所名：ＴＡＮＩＰＬＡＮ㈱
業　　種：不動産取引業
入会希望理由：人脈拡大
趣　　味：キャンプ
入 会 月：令和4年７月

広報委員会

梶原真人

事業所名：kajiE
業　　種：遺品整理、古物商
役　　職：代表
入会希望理由：人脈作りのため
趣　　味：テニス
入 会 月：令和4年 11月 渉外委員会

小島奈々

事業所名：ラウンジＮＩＮＡ
業　　種：自営業
役　　職：ホステス
入会希望理由：知人からの紹介
趣　　味：読書
入 会 月：令和4年 11月

総務委員会

村上暁子

事業所名：ながさきWomen's Bridge
業　　種：講師業
役　　職：代表
入会希望理由：人脈づくり
趣　　味：旅行、将棋観戦
入 会 月：令和4年 11月 会員交流委員会

神﨑琢也

事業所名：㈱そとわコーポレーション
業　　種：船舶造修業、建設業、飲食業
役　　職：シェフパティシエ
入会希望理由：前任者より引継ぎのため
趣　　味：ドライブ
入 会 月：令和4年 11月

総務委員会

石川　淳

事業所名：ショージキ㈱
業　　種：広告代理業
役　　職：代表取締役社長
入会希望理由：異業種間交流
趣　　味：釣り
入 会 月：令和4年 12月会員交流委員会

佐藤美矢

事業所名：Snack winΩwin
業　　種：飲食店
役　　職：代表
入会希望理由：人脈拡大
趣　　味：ゴルフ
入 会 月：令和4年 12月

変 変

特別事業委員会

高月新治

事業所名：隠れ家キッチンＭＩＲＡＫＵ
業　　種：飲食業
役　　職：代表
入会希望理由：人脈拡大の為
趣　　味：ドライブ
入 会 月：令和4年４月研修委員会

大塚康史

事業所名：安達㈱
業　　種：卸売業
役　　職：総務課長
入会希望理由：地域貢献、交流のため
趣　　味：３人の子ども達と遊ぶこと
入 会 月：令和4年４月

新 新

広報委員会

下田純次

事業所名：㈱ＲＯＫＵＮＩＮ
業　　種：飲食業
役　　職：専務取締役
入会希望理由：多くの方との交流や自己研鑽の為
趣　　味：ゴルフ
入 会 月：令和4年４月組織強化委員会

森川大和

事業所名：㈱ＰＲＩＭＥ・ＳＯＣＩＯ
業　　種：飲食業
役　　職：倭からん我零時　店長
入会希望理由：色んな方々と出会い、共に活動する中で自分

自身の成長へ繋げたいと思ったからです。
趣　　味：ダーツ
入 会 月：令和4年４月 新 新 変

変

変

変

新

新

新

新 新

新 新

新

新 新

新

新 新

新

新 新

新 新

新 新
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業　　種：自営業
役　　職：ホステス
入会希望理由：知人からの紹介
趣　　味：読書
入 会 月：令和4年 11月

総務委員会

村上暁子

事業所名：ながさきWomen's Bridge
業　　種：講師業
役　　職：代表
入会希望理由：人脈づくり
趣　　味：旅行、将棋観戦
入 会 月：令和4年 11月 会員交流委員会

神﨑琢也

事業所名：㈱そとわコーポレーション
業　　種：船舶造修業、建設業、飲食業
役　　職：シェフパティシエ
入会希望理由：前任者より引継ぎのため
趣　　味：ドライブ
入 会 月：令和4年 11月

総務委員会

石川　淳

事業所名：ショージキ㈱
業　　種：広告代理業
役　　職：代表取締役社長
入会希望理由：異業種間交流
趣　　味：釣り
入 会 月：令和4年 12月会員交流委員会

佐藤美矢

事業所名：Snack winΩwin
業　　種：飲食店
役　　職：代表
入会希望理由：人脈拡大
趣　　味：ゴルフ
入 会 月：令和4年 12月

変 変

特別事業委員会

高月新治

事業所名：隠れ家キッチンＭＩＲＡＫＵ
業　　種：飲食業
役　　職：代表
入会希望理由：人脈拡大の為
趣　　味：ドライブ
入 会 月：令和4年４月研修委員会
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事業所名：安達㈱
業　　種：卸売業
役　　職：総務課長
入会希望理由：地域貢献、交流のため
趣　　味：３人の子ども達と遊ぶこと
入 会 月：令和4年４月

新 新

広報委員会

下田純次

事業所名：㈱ＲＯＫＵＮＩＮ
業　　種：飲食業
役　　職：専務取締役
入会希望理由：多くの方との交流や自己研鑽の為
趣　　味：ゴルフ
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森川大和
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変

変

変
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新

新

新 新

新 新

新
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新

新 新

新
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新入会員 ＆ 変更会員紹介

まちづくり委員会

北岡可菜実

事業所名：㈲つりがね堂薬局
業　　種：薬局
役　　職：取締役
入会希望理由：人脈を増やしたい
趣　　味：買い物、ドライブ、料理、散歩
入 会 月：令和５年１月

渉外委員会

本　浩徳

事業所名：トータルビューティーカルーナ
業　　種：エステサロン
役　　職：代表
入会希望理由：人脈拡大
趣　　味：バスケットボール
入 会 月：令和５年１月

例会委員会

久保伴紀

事業所名：㈱ＫＰＧ ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
　　　　　ｉ+Ｌａｎｄｎａｇａｓａｋｉ
業　　種：ホテル・宿泊業
役　　職：人事副総支配人
入会希望理由：会員変更
趣　　味：ドライブ
入 会 月：令和５年１月

特別事業委員会

山本　卓

事業所名：㈱料亭一力
業　　種：料理業
入会希望理由：異業種交流のため
趣　　味：バイク、格闘技
入 会 月：令和5年 2月

渉外委員会

秋田美加

事業所名：ジブラルタ生命保険㈱
業　　種：生命保険業
入会希望理由：人脈を広げ、自身の成長へ繋げ

たい
趣　　味：空手
入 会 月：令和5年 2月

特別事業委員会

末吉伸宇

事業所名：㈱森本総業
業　　種：飲食、船舶造修業
役　　職：飲食事業部　部長
入会希望理由：交流を広げ社会勉強かつ事業繁

栄を目標に活動の幅を広げる為
趣　　味：サッカー・麻雀・旅行
入 会 月：令和4年 12月

長崎創生委員会

荒井翔己

事業所名：㈱ゼンリン
業　　種：情報サービス業
役　　職： MaaS推進担当課長
入会希望理由：長崎観光の課題解決・促進を

ＳＴＬＯＣＡＬを通じて地域の皆様
と実現していきたい

趣　　味：旅行、観光
入 会 月：令和5年 2月

広報委員会

川野蒼馬

事業所名：メットライフ生命保険㈱
業　　種：保険業
役　　職：一般
入会希望理由：人脈づくりの為
趣　　味：サッカー、ゴルフ
入 会 月：令和５年１月

まちづくり委員会

柴原　豪

事業所名：㈱十八親和銀行
業　　種：金融
役　　職：調査役
入会希望理由：前任退職によるもの
趣　　味：カラダを動かす事
入 会 月：令和5年 2月

総務委員会

荒木慶豊

事業所名：サカエバー
業　　種：飲食業（BAR）
役　　職：代表
入会希望理由：自己研鑽と社会貢献
趣　　味：旅行・サウナ・ウォーキング
入 会 月：令和5年３月渉外委員会

深堀陽水

事業所名：㈱総合ケーブル
業　　種：電気通信業
役　　職：取締役
入会希望理由：人脈拡大のため
趣　　味：野球
入 会 月：令和5年 3月

まちづくり委員会

今里伸也

事業所名：長崎食糧倉庫㈱
業　　種：倉庫業・不動産賃貸業
役　　職：課長
入会希望理由：様々な業界の方と交流し、長崎の盛り上が
り、発展に貢献したいと存じております。また、自己啓発を高め、
地域社会の発展に貢献できる人物になりたいと存じております
趣　　味：料理
入 会 月：令和5年 2月

【４月定時総会】
　令和４年４月21日、サンプリエール長崎にて令和４年度4月例会及び定時
総会が開催されました。定時総会では、前年度の決算・事業報告、新年度の
予算・事業計画、新年度の役員選任といった全ての議案が承認可決され、
井手会長のもと新体制の船出となりました！懇親会には新型コロナウイル
スの感染が増加する中でありましたが感染症対策をしっかりと行い、日頃よ
り長崎YEGの活動を見守り支えてくださっている来賓の方々にもご参加い
ただき、新年度の門出に相応しい華やかな盛会となりました。

4月

【長崎青年３団体交流事業～厄入りゴルフコンペ・懇親会】

　令和４年６月17日、「長崎の未来を担う青年３団体が一堂に会し懇親を深める場を作りたい！」そんな想いを具現化する
ため、組織強化委員会、長崎創生委員会が担当となり、長崎青年協会・長崎青年会議所の担当者と幾度もすり合わせを行
いながら、各団体の厄入り者を中心に据えたゴルフコンペ、懇親会を開催致しました。大村湾カントリー倶楽部ニューコー
スにて行われたゴルフコンペでは、長崎青年協会の橋本会長の開会挨拶からOUTコースINコースに分かれ、各団体会長・
理事長・専務理事（当会は小室副会長）による始球式を経てスタートしました。３団体合わせて46名がそれぞれの団体から
混成された組で、梅雨時期の晴天の中、親睦を深めながらはつらつとプレーをしていただきました。19時からは、サンプリ
エールにて表彰式兼懇親会が総勢54名の参加のもと開かれました。

6月

【厄入り懇親会】
　令和４年６月25日、本年度は厄入り者21名中14名の方々に
ご参加頂きました。3年ぶりの厄入り懇親会開催ということもあ
り、入場から厄入り者の方々も緊張の面持ちでしたが、淵副委員
長の殿役である小室副会長のクラッカーを鳴らすというサプラ
イズのおかげか、会場全体の雰囲気が緊張から期待へと様変わ
りしたと感じました。井手会長からお祝いのご挨拶を頂き、記念
品として男性の厄入り者の方々にはMARUBENI様のネクタイ
を、女性の方々にはZexy様のヘアアイロンを贈呈させて頂きま
した。田中直前会長の乾杯の挨拶で懇親会がスタートしました
が、序盤から厄入り者の方々の厄を分かち合うという雰囲気でご歓談中も相当な盛り上がりを見せていたのではないかと
思います。余興では厄を叩いて追い払って頂きたいという思いから江嶋委員、竹内委員の進行と審判のもと叩いてかぶって
ジャンケンポンに興じて頂きました。優勝は組織強化委員会古田委員、準優勝は長崎創生委員会淵副委員長、第三位は広
報委員会井上委員という結果となり、存分に厄を祓って頂けたかと思います。その後歓談をはさみ厄入り者の方々から存分
に想いのこもったご挨拶を頂き、会場を感動と笑いに包んで頂きました。

6月

新 新

新 新

新 新

新

新 新

会員交流委員会

島田　優

事業所名：㈱九州建総
業　　種：建設業
役　　職：工事部運輸部主任
入会希望理由：人脈拡大のため
趣　　味：バレー
入 会 月：令和5年 3月組織強化委員会

松本勇二

事業所名：㈱プラスワンサービス
業　　種：清掃業
役　　職：専務取締役
入会希望理由：人脈拡大
趣　　味：野球観戦
入 会 月：令和5年 3月

新 変

変

変

新
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りしたと感じました。井手会長からお祝いのご挨拶を頂き、記念
品として男性の厄入り者の方々にはMARUBENI様のネクタイ
を、女性の方々にはZexy様のヘアアイロンを贈呈させて頂きま
した。田中直前会長の乾杯の挨拶で懇親会がスタートしました
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【全国サッカー大会】7月
　令和４年７月１日・２日・３日　商工会議所青年部全国サッカー大会が奈良にて開催され長崎YEGが参加しました。
　決勝トーナメントに進出し前回優勝の静岡YEGサッカー部との対決で１対１の同点となり、PKで長崎YEGが４－２で勝
利をおさめる事ができました。
　その後、準決勝の予定でしたが雷雨の為中止となり、リフティング勝負となりましたが残念ながら負け、３位決定戦も残
念ながら負けてしまい結果４位となりましたがOBの方も参加されており、素晴らしいサッカー大会でした。

【みなとまつり】
　2022ながさきみなとまつりは、多くの会員の参加により、無事すべてのプログラムを滞りなく実施し、参加した皆さんの
笑顔とともに終了いたしました。

　7月30日（土）は、ECOブースと入場ゲートでの検温チェック等、花火警備を担当し、多くの会員に参加していただきまし
た。酷暑の中の業務となり身体的な負担がありましたが、大きなトラブルもなくスムーズに運営することができました。

　7月31日（日）は、2020年2021年と2年連続で開催できなかった「先賢行列長崎さるき」を開催し、20団体432名の参
加登録をいただきました。参加団体の募集、協賛金のお願い、長崎さるきの練習会に多くの他の委員会のメンバーがご支援
いただいたおかげで432名の参加に結び付いたと感じています。ご支援いただい方々に感謝申し上げます。連日して酷暑の
中の業務となりましたが、照明等の設置・給水準備・審査員のアテンド・参加団体のアテンドをしていただき、長崎YEGの
結束力の強さを改めて実感しました。業務終了後、3年ぶりの懇親会も大いに盛り上がりました。

　8月1日（月）の清掃活動にも、多数の会員が参加いただき、予定時間を大幅に短縮して清掃活動を終えることができまし
た。3日間、本当に皆様のご協力・ご参加いただき、無事に「2022ながさきみなとまつり」の全ての事業が滞りなく終了で
きました。

7月

【大分府内戦紙】
　令和４年８月５日、大分市民6000人が参加する、大分七夕まつり第38回大分府内戦紙に総勢25名、参加してまいりま
した。歩行者天国となった大分駅前の中央通り「48万人の広場」で、勇壮な府内戦紙の山車を引き、そして力を合わせ豪快
に回し長崎YEGをアピールできました。祭り終了後、大分YEG会員のお店「炭唄（すみうた）」さんにて懇親会があり、さら
に２次会より大分YEGの皆様と合流し、さらなる親睦を深める事ができました。大分YEGの皆様、お世話になりました！
　本当にありがとうございました。府内戦紙、セイヤ！！！

8月

【政策提言のための視察】
　令和４年８月23日、政策提言委員会の「政策提言のための視察」事業へ、14名の方々にご参加頂きました。鹿児島県職
員との意見交換会を鹿児島県庁にて行い西九州新幹線の開業をちょうど一ヶ月前に控え、１時間半の中で質疑応答が飛び
交い、内容の濃い意見交換会となりその後、一時は客足が遠のいたが今は賑わうアーケード商店街（天文館）の現況を視察
した。夕刻からは鹿児島YEGとの交流会を鹿児島商工会議所にて行いました。2日目は周辺地域にて、提言案に関する施設
を巡った。世界文化遺産である大名庭園の名勝「仙巌園」では桜島を望む雄大な庭園の中で歴史に触れました。他、視察先
の「バレルバレープラハ&GEN」では日本人の生活に息づく麹文化に触れ、「霧島神社」ではリラックス効果を体験し、「霧
島温泉」では、心身ともに癒されました。

8月
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【九州サッカー大会】
　令和４年９月９日、長崎YEGは予選の2試合を全勝し、１位トーナメントに進出。決勝までの３試合を接戦ながらも制し、
優勝した。試合結果の詳細は以下の通り。（予選）第１試合…指宿YEG：4－0、第2試合…沖縄県連：6－0（決勝トーナメ
ント）準々決勝…福岡県連①：2－0、準決勝…諫早YEG：2－1、決勝…大村YEG：2－1＜大懇親会＞長崎らしい料理の
数々、事前に準備された舟券を用いたボートレース体験など大村YEGのおもてなしが随所に発揮された大懇親会であっ
た。また表彰式では、長崎YEGメンバーで登壇し、優勝の喜びを分かち合った。最後は、次年度開催地である指宿YEG若
松会長による万歳三唱によりお開きとなりました。

9月 【平和の灯】
　令和４年９月24日、今年度の「平和の灯」は、昨年度に倣って爆心地公園にて実施されました。当委員会は14時00分に
集合後、下準備を行い、15時30分に当会前半組が集合。キャンドル設置については、皆様のご協力と今年度は学生ボラン
ティアが多数参加していたことも相まって、担当エリアの作業については予定よりも大幅に前倒しで完了致しました。17時
00分には後半組が集合し、警備及び後片付けも皆様のご協力により事故無く無事に終えることが出来ました。新型コロナ
ウイルス感染症が流行してから昨年までは、感染症防止の観点からコンサートは中止となっておりましたが、今年は実際に
コンサートの披露もあり、平和への想いと共に少しずつ日常が戻ってきている事を実感する機会となりました。

9月

【第42回九州ブロック大会“宮古島大会”】
　10月７日～10月９日に日本商工会議所青年部第42回九州ブロック大会宮古島大会へ参加して参りました。井手会長含む
18名で10月７日に福岡空港から出発し午後には宮古島到着、大会受付や長崎YEGの懇親会を行いました。10月8日は午
前10時からの記念式典に18名で現地参加、７名がオンラインにて参加しました。その後、現地組は宮古島YEGの方々にア
テンドいただき、分科会（んみゃーち～下地島から宇宙旅行へ）に参加しました。宮古島には空港が２つあり、そのうちの１
つである下地島空港にて、観光客誘致の増加を進めている宮古島の状況などを詳しくご説明いただきました。分科会後は
大交流会に参加し、九州内外の他YEGと多くの交流を図ることができました。

10月
【BSよしもと“となりマッチ”】

　令和４年９月１４日13：30～ＢＳよしもとチャンネル地域対決生放送があり長崎ＹＥＧ対諫早ＹＥＧの対決が放送されま
した。諫早ＹＥＧさんと猛烈な戦いの中、長崎ＹＥＧが勝利を治める事ができました。対決内容は（食）長崎うつぼＶＳ諫早
うなぎ（観光）長崎眼鏡橋ＶＳ諫早眼鏡橋（祭り）長崎ランタンフェスティバルＶＳ諫早アエルコドモフェスでした。
　長崎亭キヨちゃんぽんの司会の元での対決でとても楽しい放送となりました。

9月

【３単会交流懇親会】
　令和４年９月22日、今回の3単会交流懇親会は、9月例会
に佐世保YEGと大村YEGの会員の方が参加いただくという
ことで、急遽開催となりましたが、例会研修担当喜多副会長
にお手製の吊り看板を用意いただき、華々しくお迎えするこ
とができました。また、司会を組織強化担当小室副会長にお
引き受けいただき、終始和やかな雰囲気の中進んでいきまし
た。歓談中は、初対面の方もいらっしゃったかと思います
が、各々で名刺交換等され、他団体の方々との交流できる良
い機会となりました。

9月

【第28回会員大会 させぼ大会】
　令和４年11月５日、佐世保市で行われた、長崎県商工会議所青年部連合会第28回会員大会佐世保大会へ参加して参り
ました。当日は22名がバスにて長崎駅を午前10時に出発し、佐世保市へ向かいました。アルカスSASEBO到着後各自昼食
をとり、臨時総会に出席した先発隊と各自で来られた長崎YEG参加者と合流し、13：00より記念式典、15：00より分科会
県連パネルディスカッション「YEG笑点～八士八策」が行われました。その後は佐世保中央公園までバスで移動し18：00
～20：00まで懇親会が行われました。懇親会終了後はまたバスにて無事長崎まで帰って参りました。60名という大変多く
の皆さまにご参加いただきました。

11月
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【新幹線長崎のよかとこ見ていかんね！スタンプラリー】
　令和4年11月19日～20日の2日間にわたり、新幹線開通に伴う事業として「長崎のよかとこ見ていかんね！スタンプラ
リー」及びおしごと紹介事業を実施しました。長崎駅前と商店街の回遊性をテーマとして、長崎駅西口広場とベルナード観
光通の2箇所をチェックポイントとするスタンプラリーを企画し、更に当会員の飲食、物販、宿泊の事業所を利用したレシー
トを持参すると豪華景品が当たる抽選会を行いました。2日間で予定していた300個の参加賞は全て配布することができ、
いただいた多くの協賛品の大半も抽選会にてお渡しすることができました。また、スタンプラリーと同時開催したおしごと
紹介事業では、組織強化委員会久松委員
（（有）久松建材店）のオリジナルキーホル
ダー作製、（株）ゼンリンによる長崎缶バッ
チ作成、JR九州による車掌なりきりスポッ
トを展開し、多くの子供たちに喜んでもら
う事ができました。

11月

【11月例会研修】
　令和４年11月24日、11月例会研修にて元サッカー日本代表の北澤豪氏を講師に招き、「チーム力と目標設定で強い組織
作り～長崎の中小企業のこれから～」と題し、講演会を実施しました。研修委員会坂本委員の司会による講師プロフィール
紹介を経て、北澤氏が入場。写真・動画の撮影は当初10分のみとの取り決めにより、内容の記録はできませんでしたが、J
リーグに関するクイズや、サッカーボールを使ったゲームを行う中で、内的要因・外的要因によるモチベーションの上げ方
や、多様な人材へのコミュニケーションの取り方等、企業をチームとみなして高いパフォーマンスを発揮する為の組織作り
について大変貴重なお話を聞かせて頂きました。井手会長の謝辞にて講演会は終了し、素晴らしい研修となりました。

11月

【福江商工会議所青年部 40周年記念式典】
　令和４年11月26日、五島市で開催されました福江商工会議所青年部創立40周年記念式典へ長崎YEGから井手会長は
じめ、9名にて参加してきました。式典では、オープニングムービー、福江YEG浦会長の挨拶、来賓による祝辞があり、福江
YEGのこれまでの歩みを振り返り、福江YEGの地域やYEGに対する熱い想いに感銘を受けました。式典後は、記念事業の
バスツアーに参加しました。鬼岳ジオツアーと銘打たれた事業では、鐙瀬溶岩海岸と鬼岳を散策し、鬼岳とその噴火によっ
て福江島にもたらされた影響や、周辺各島も含めた離島での生活についてジオガイドの方々から学びました。記念懇親会で
は、福江YEGの方々に地元の食材をその場で調理し振舞っていただきました。特にメンバーの皆様で釣ってきたイカは絶
品でした。また懇親会中には、効き五島の味覚コンテストという味覚だけを頼りに五島牛や魚種を当てる余興もあり、和気
あいあいと同県連YEGと交流を深めることができました。

11月

【家族懇親会】
　令和４年12月４日、近年新型コロナウイルスの影響で開催することが困難だったバスツアーを企画し会員21名、家族31
名の方々に参加していただきました。まず、集合場所には皆様時間どおり集合していただき、問題なく出発することができま
した。バス内では森副委員長司会によるクイズ大会を行い、お子様方は元気よく参加していただき早めのクリスマスプレゼ
ントをお渡しすることができました。E・ZOFUKUOKAに到着後、井手会長よりご挨拶を頂き集合写真を撮影しました。そ
の後はチームラボ組、V-world組に別れアトラクションを満喫していただきました。その後MLBCafeにて昼食をとりノボル
トへ出発しました。国内最大級の室内型アスレチックであるノボルトでは大人も子供も汗をかきながら、普段体験すること
のできないアスレチックを存分に楽しんでいただくことができました。帰りのバスにて宮田副会長よりご挨拶をしていただ
いた後、穐山監事の監事講評により締めとさせていただきました。

12月

【忘年懇親会】
　令和４年12月22日、今年の忘年懇親会は、新入・変更会員PR事業と併せ、新入・変更会員が自らをPRし既存の会員と更
なる交流を深める会と致しました。「第１回新入変更会員パンスト相撲ダービー」と題し、対象者37名のうち、出席者20名
で競って頂きました。上位３名の方に豪華景品、試合を盛り上げて頂いた方に特別賞を設け、また参加者全員に優勝者を予
想して頂きました。パンストを被った時の表情や必死に戦う姿に観戦する皆さんも含め、大いに盛り上がりました。見事優
勝した下田委員に投票された方が、なんと13名にのぼり商品券をそれぞれ受け取って頂きました。

12月

【名刺交換会等ビジネス拡大事業】
　令和５年１月24日、今年度は３年ぶりの開催にあたり、コロナに負けず必ず開催するという気持ちで準備に臨みました。参加
募集にご協力いただき、商工会議所会員・会員関連の参加者36名YEG現役OB会員関連の参加者63名、総数99名での名刺交
換会となりました。一人でも多くの方と名刺交換をしていただこうと一人当たり一分の時間設定を行い、交換タイムに入りまし
た。特段大きなトラブルもなく参加者の皆様はとても笑顔で名刺交換をされていたように見えました。19時35分より大交流会を
行い、井手会長の乾杯の挨拶から始まりまして15分の歓談の後、５社による個性あふれる企業PRを行っていただきました。

１月
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【第42回全国大会“美の国  あきた大会”】２月

年間事業報告年間事業報告

【１月臨時総会】
　令和５年１月26日、稲佐山観光ホテルにて１月例会・臨時総会・臨時総会後懇親会が開催されました。臨時総会では令和
５年度委員長予定者10名、副委員長予定者20名、出向理事予定者２名、監事予定者２名、相談役予定者１名が選任され、
賛成多数により承認されました。委員長予定者ならびに出向理事予定者、監事予定者より次年度への意気込みが感じられ
る挨拶をいただきました。臨時総会後懇親会では会員同士が和気藹々と交流を深めることができました。

１月

【佐世保商工会議所青年部 40周年記念式典】
 令和５年１月28日、佐世保市で開催されました佐世保YEG創立40周年記念式典へ長崎YEGから井手会長はじめ、７名に
て参加してきました。オープニングムービー、佐世保YEG川口会長の挨拶、来賓による祝辞があり、佐世保YEGのこれまで
の歩みを振り返り、これまで地域の発展に寄与してきた功績とその熱い想いに感銘を受けました。その後記念祝賀会の会
場であるホテルオークラに移し、和やかな雰囲気の中開会されました。歓談ののち、佐世保YEG中期ビジョン2020－
2022の説明があり、活動目標の１つである会員拡大について、現在では100名まで会員数を伸ばすことができたと目標達
成の喜びが伝わる報告会でした。長崎県連YEGの同志として、この記念祝賀会の交流から、いい刺激を受けることができま
した。

１月

【長崎ランタンフェスティバル 支援・協力】
　令和５年１月29日、媽祖行列が開催されました。篠崎次年度会長が荷主、山口次年度専務理事が唐通事役を、天田例会
委員会委員長が順風耳役を、高松渉外委員会副会長が千里眼役を演じ、各所にてお披露目を行いました。３年ぶりの媽祖
行列で注目度も高く、多くの見物客に見守られながら最後までやり遂げ、その後２月５日に打上がクラウンプラザホテル長
崎グラバーヒルにて、媽祖行列に関わった団体・個人の皆様と交流を深めました。ステージ上でそれぞれの自己紹介と担当
役割、媽祖行列の想いを発表する機会がありました。

１月

【長崎ＹＥＧ政策提言発表会】
　令和５年２月２日、サンプリエールにて長崎市長に政策提言の発表会を行いました。
　令和４年度の政策提言テーマは「碧の杜ながさき　創造性が持つ力を活かした、まちづくりを目指して」を発表し、長崎
市長より総評を頂き提言書を渡す事ができました。今回の発表は親会や青年部皆様の意見を取り入れ作り上げた提言書と
なっております。

２月

【“華町再生”具現化のための料亭研修】
　令和５年２月10日、料亭橋本にて華町再生具現化の為の研修会が行われました。
　平成30年度の政策提言のひとつである「華町再生」の具現化のための研修として実施されました。令和元年度、2年度
は新型コロナウイルス感染症の拡大により中止となりましたが、あらためて会員全体で長崎独特の食文化や華町文化の知
識と教養を身につけることを目的とし、ナイトタイムエコノミーの活性化へのきっかけとする事を目標に行われました。
　新型コロナウイルスの影響でなかなか実現できず今年度のまちづくり委員会さんの強い思いで実施する事ができました。

２月

　令和5年2月17日～19日にかけて、日本商工会議所青年部第42回全国大会「美の国あきた大会」が開催され長崎YEGも参
加させていただきました。
　新型コロナウイルスの影響により3年ぶりの現地開催となった本大会は登録者数6000人を超える大会となりました。全国の
YEGの方々と大交流会、記念式典を通して親睦が深まりました。
　秋田YEGの皆様、楽しく心温まる全国大会を企画運営していただきありがとうございました。
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　平成30年度の政策提言のひとつである「華町再生」の具現化のための研修として実施されました。令和元年度、2年度
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２月

　令和5年2月17日～19日にかけて、日本商工会議所青年部第42回全国大会「美の国あきた大会」が開催され長崎YEGも参
加させていただきました。
　新型コロナウイルスの影響により3年ぶりの現地開催となった本大会は登録者数6000人を超える大会となりました。全国の
YEGの方々と大交流会、記念式典を通して親睦が深まりました。
　秋田YEGの皆様、楽しく心温まる全国大会を企画運営していただきありがとうございました。
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卒業卒業
おめでとうございますおめでとうございます

Congratulations

　平成12年7月、25歳で入会し在籍22
年間ようやく卒業できます！長かった～！
ちょうど結婚した年に入会し、翌年長女
が生まれ、その娘が今や大学4年生の21
歳になります。YEGはまさに私の人生そ
のものです。多くの思い出があり、多くの
出会いがあり、多くの学びがありました。
理事会、例会はもちろんですが、国内視

察（鹿児島、大分、下関、萩、神戸など）海外視察（釜山、上海、
大連、バンコク、台北など）、みなとまつり（委員長のときは男泣
き）、会員拡大（初の会員200名超え）など思い起こせば切があ
りません。本当に楽しくて居心地がいいYEG活動でした。
　最後の方は息切れしてしまいましたが．．．本当に長い間お世
話になりました。ありがとう！

総務委員会 平尾 吉隆 様

　平成12年に入会させて頂いて23年間という
長い年月、大変お世話になりました。最初は名だ
たる会社の社長さん達に囲まれて24歳の私に
は場違いの空間で正直、早く退会したいと思っ
ておりました。
　しかしながら優しい先輩方が気がけてくれて、
だんだんYEG活動が楽しくなってきました。中で
もアメリカへの海外研修は数ある事業の中でも
忘れられない思い出になったと同時に転機となり
YEGの深みにはまっていきました笑　それから理

事者も何度か経験させて頂いて委員会の運営の大変さや面白さを学ばせて
もらいました。先輩のアドバイスで心に残っているのが「会社をアピールする
より自分自身を売れ！」というフレーズで、今でも肝に銘じています。
　父親が他界してからは仕事の都合でYEGから足が遠のき、なかなか出席
出来ない状況でしたが、たまに行くとみんな温かく迎えてくれて楽しい時間を
過ごさせて頂き感謝しています。そんな温かいYEGを卒業するのは寂しいで
すが今の在籍メンバーを見ていると頼もしく誇りに思えます。長崎一の青年
経済人の団体を目指してこれからのYEGのご活躍を楽しみにしています。
　長い間、本当にありがとうございました！皆さんまたお会いしましょう♪

長崎創生委員会 本田 靖啓 様

　平成17年度にYEGに入会させていた
だいて約18年弱、初めて例会に参加さ
せていただいた時の企業紹介PRでの緊
張は今でも鮮明に覚えています。当時
の諸先輩方のオーラに圧倒されながら
も、若さと気合で各事業や海外研修、
お酒の席など先輩方に引っ張られ、必
死についていったのは良い思い出です。

活動後半は、なかなか参加できず尻つぼみ感はあるのです
が、YEGは私の人生の大きな礎になり、良い影響を与えてくれ
ました。現役の皆様方からも、事あるごとにお声かけをしていた
だき、気遣っていただいた事も大変感謝しております。
　これからＹＥＧを支えていく皆様方の発展とご活躍を祈念しまし
て、感謝のご挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。

まちづくり委員会 沼田 憲雅 様

　平成19年度に入会し在籍16年お世話
になりました。振り返ると沢山の方々に
ご迷惑をおかけした記憶しかございませ
ん。ただ毎回ですが、久しぶりの参加に
も関わらず、いつも暖かく受け入れてくだ
さる会員の皆様には感謝です。特に今年
は委員会・例会ともにここ数年で一番の
出席率です。これも松田委員長をはじめ
研修委員会の皆様の献身的な支えが

あったからこそです。ありがとうございました。本業あっての
YEG、やり切ったとまで言いませんが細く長く活動させて頂きま
した。学びは「継続」と「感謝」でしょうか。これまでのご縁を大
切に今後も日々精進して参ります。長崎YEGの益々の発展と皆様
のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

研修委員会 早瀬 大二 様

　入会して14年9ヵ月、振り返ると思い
出は尽きません。日本YEG出向、ビジネ
スプランコンテスト合宿とグランプリ獲
得、仁義なき渉外広報委員会、九ブロ誘
致プレゼンでの涙、キングダム、令和元
年度会長、全国サッカー大会、、、大いに
笑い、怒り、悲しみ、楽しみ、十二分に
YEGを満喫させて頂きました。思い残す

ことは何もありません。皆様には大変お世話になり、心より感謝
申し上げます。
　未来を照らす光であり続けるよう、皆様の更なるご活躍と長崎
YEGの更なる発展を祈っております。ありがとうございました！

会員交流委員会 副委員長 小林 央幸 様

卒業生より一言卒業生より一言

　卒業と言う節目を迎えるにあたり、
自分なりの想いを書かせていただきま
す。
　在籍期間13年と４ヶ月。その中で、
貴重な経験と素敵な仲間との出逢いこ
そが、私にとってのYEGだったと思って
います。炎天下の夏の事業や、極寒の

中でのランタン。貴重な理事者経験や様々な委員会活動など
…。全てが良い想い出となっています。そして、公私共に時間
を過ごせる友人をたくさん作ることができました。間違いなく
私の人生において、大切な存在になると思います。そのきっか
けを頂いたYEGに感謝致しますと共に、OBの皆様、現役の皆
様にも感謝申し上げます。
　最後になりますが、長崎YEGの更なるご発展とご活躍をお
祈り申し上げます。

会員交流委員会 鵜飼　宏 様

　当初は『つきあい』で入会した、とい
う思いがあって、自分自身の研鑽の
為、自社業発展の為という考えがあま
り無く、今考えるともったいない時間を
過ごしていました。2018年に副委員長
にご推薦いただき、委員会活動に深く
関わるようになってからが本当の意味

での私のYEGがスタートしたような気がします。翌年2019年
に委員長として活動をさせていただいた「みなとまつり」はと
ても良い思い出となっています。『何かの終わりは何かの始ま
り』と、次の出会いに期待しつつ、卒業します。長崎YEGの
益々のご発展を祈念しております。ありがとうございました。

特別事業委員会 辻　 竜太 様

　これを読んでくれているみなさまの
支えがあり長崎YEGを無事に卒業する
ことが出来ました。
YEGの活動を通していろんな人と出

会えて、いろいろ充実した事業にも参
画できて幸せなYEG人生でした。
　皆様も一つの事業で良いので情熱

を注げるような事業を企画、参画してください。そして大いに
泣いたり、笑ったりしてください。
　長崎YEGはそれが可能な団体です。最後に活動を陰なが
ら支えてくれた高見さんをはじめとする歴代事務局の皆さ
ん、そして家族にもこの場を借りてお礼申し上げます。ありが
とうございました！

監事 北川　啓太郎 様

　平成23年に入会して約12年間お世
話になりました。
　YEGの思い出はたくさんあります
が、特に思い入れがあるのは平成27年
から４年間所属した特別事業委員会で
す。
　この年から新しく市民参加型の長崎

さるきに変更になり、YEGみんなで力を合わせ大成功したあ
の感動は一生忘れません。
　卒業前の最後のみなとまつりも3年振りに開催されとても
良い思い出になりました。
　最後になりますが、これまでお世話になった皆様、本当に
ありがとうございました。
　長崎YEGの今後益々の発展とご活躍を祈念しております。

会員交流委員会 江嶋 隆幸 様

　平成28年度から７年間、長崎YEGに
お世話になりました。
　他団体を経験した後、YEGに入会し
た当初は、新たな環境に不安もありま
したが、現役、OB・OGの方々含め非常
に温かく、親切に接していただき、いつ
も間にか抱いていた不安も払拭されて
いました。

政策提言委員会 中村 俊介 様

　各種事業やイベント、部活動を通して更なる人脈も広がり
40代となった後も人間としての学びや成長する機会を与えて
いただき感謝しかありません。
　これからはOBとして長崎YEGをしっかりと支えていければ
幸いです。貢献度の薄い私ではありましたが、これまでの７年
間本当にありがとうございました！
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令和四年度
青年部

広報誌広報誌
長崎商工会議所
CORE COMMUNICATE IN NAGASAKI

令和四年度スローガン

「繋がる長崎 繋げる長崎YEG」

　皆様のおかげで、コロナ禍を超えて令和４年度は全事業を
開催することができました。本当に感謝しております。人と人
とが対面できず、交流を図れなかった苦しい期間がありまし
た。その期間でも西九州新幹線開業など長崎の活性化を図
る機会があり、我々長崎YEGも様々な形でイベントに参加、
開催することができ、機運醸成の一助ができたことかと思い
ます。今こそ繋がりを持ち長崎を活性化させる、その先導者に
なるのはいつだって我々長崎YEGだと意識していただくこと
を切に願います。私たちならきっとできると信じております。
　本当に一年間ありがとうございました。

第41代会長　井手　一

　令和2年11月に先輩や理事の方から
ご紹介いただき入会させていただきま
した。短い間でしたが、たくさんの皆さ
んに良くしていただいてとても感謝して
おります。誠にありがとうございまし
た。卒業後も仲良くしていただけたら
幸せです。

広報委員会 副委員長 柴田 正明 様

　YEGに入会から二年半とてもお世話
になりました。入会から状況が変わり
ゆく中で、委員会や例会などもなかな
か参加出来なかったですが、それでも
参加した時には変わらず接して頂いた
事はいい思い出です！
　沢山の方々が頑張っているお話を聞

けるだけでも、元気を頂いたと思っております。最後の送る夕
べも仕事の兼ね合いで参加出来ないのも残念ですが、皆様の
ご活躍をお祈りしております。

長崎創生委員会 園田 友和 様

　YEGに入会してあっという間に６年
が経ち、気がついたら卒業でした。こ
の6年間で体重が増えるとともに血圧
と尿酸値も上がりましたが、それ以上
に入会しないと味わえなかったいろい
ろな経験をさせていただき、最終年度
には監事という大役まで仰せつかり、

濃密なYEG生活を送ることが出来て入会してほんとに良かっ
たと思います。
　特に全国サッカー大会長崎大会は運営側として、大変な思
いもしましたが貴重な経験をさせていただきました。卒業は
寂しいのですが、このYEGで学んだ事を今後に活かしていき
ます。
　長崎YEGが益々発展し現役会員の皆様がご活躍されるこ
とを願っております。大変お世話になりました。

監事 穐山 大輔 様

　YEGに入会して4つの委員会と理事
者も経験し、色々な事業に参加させて
頂く中で沢山の先輩・後輩の方に仲良
くして頂き本当に楽しく濃厚な5年4ヶ
月を過ごさせて頂きました♪
　異業種でありながら同じ目的に向かっ
て進み一つの事業を作り上げる事。

　そして、大人になってからも卒業と言う節目がある事も貴
重な経験です。YEGでの出会いや経験は一生の宝物となりま
した♪
　本当にありがとうございました！

組織強化委員会 山口 絵理 様

　約３年間の短い間でしたが、お世話
になりました！
　入会後に配属され山口委員長をは
じめ委員会の皆さんに暖かく受け入れ
ていただいた長崎未来都市委員会、金
澤委員長のもとで長崎市長の前で長
崎市の観光について提言を発表すると

いう恐ろしくも貴重な体験をさせていただいた二年目の政策
提言委員会、そして三年目の今年度は同期入会の天田委員長
率いる例会委員会で、例会の企画、実施、報告を毎月繰り返
しながら飲み会もやるという、忙しくも充実した一年を過ごさ
せていただきました。
　あっという間の楽しい三年間でした。もっと早く入会すれば
よかったと後悔しています。皆様、ありがとうございました！

例会委員会 副委員長 内田 佳伯 様

　最後の思い出は、卒業式の時に写真撮影もあり目立とうと
思い、シークレットシューズを履いていったのですが、誰にも気
づかれず特にウケることもなかったという残念な失敗でした。
　これからもYEGの皆様のご発展とご活躍を心よりお祈りい
たします。




