県連出向
監事

淺井泰博

㈱知多土木

㈲大和屋家具店

監事

永坂武洋

㈲永坂鉄工所

副会長

2017

坂田

篤

㈱知多土木

副会長

荒木慶太

㈲知多BMセンター

山車まつり委員会
㈱ロジック

柴田洋助
㈲柴田ゴム

交流委員会

坪井英之
衣浦塗装店

庭楽㈱

㈲芳賀自動車

副会長

池田龍一
㈲池田工業

第八回はんだ
山車まつり出向

サンタ委員会

藤村修平
㈱宮田運輸

2017 April
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新美浩元

交流委員会

芳賀康宜

内田清之

㈲ニュースステーション
ウチダ

ENISHI

篤

縁

直前会長

坂田

半田商工会議所青年部会報

平成29年度 半田商工会議所青年部組織図

研修委員会

森下達夫
㈲はなふく

石川大志
㈱石川屋

サービス部会

荒木慶太

㈲知多BMセンター

副会長

榊原吉隆
㈱一徹屋

広報委員会

藤野道子

WEB制作クリップ

公認グッズ
物産委員会
委員長

平成２９年度
半田YEGスローガン

知ろう! 伝えよう!
半田YEG
ここにあり!!

Get Bravo

渉外委員会

大橋

新美浩元

孝

おおはし縫製

㈱ロジック

副会長

森

圭吾

森保険事務所

総務委員会

丸山勲生

㈲丸山石材店

サービス委員会
委員長

榊原慎吾

榊原石油
ニュー半田SS

専務理事

榊原顕太郎
榊原顕太郎
法律事務所

榊原鉄平

事務局

榊原鉄平

半田商工会議所

Bravo!
編集後記
半田商工会議所青年部会報「縁」は本号で
24号を迎えました。
平成28年度は、特に会員拡大に力を入れ36
名の新しいメンバーが入会致しました。
そして坂田 篤会長の熱い想いが詰まった
スローガン
「 I LOVE HANDA WE LOVE
HANDA YEG 〜YEG×情熱×志×愛＝
INFINITY∞〜」を1年の活動の中でしっか
りと行うことができたのではないでしょう
か。事業報告をご覧いただきながら皆さま
にとっての「情熱」
「志」
「愛」
が何であったの
か振りかえって頂けると幸いです。
29年度は芳賀新体制のもと、これまで以上
に情熱をもって青年部活動を行って行きた
いと思います。今年度も「縁」を手にして頂
き、誠にありがとうございました。

●印刷／フジ印刷株式会社
●編集・発行／半田商工会議所青年部・広報委員会
●製本／有限会社磯貝製本所
〒四七五 ー〇八七四 半田市銀座本町一 ー一 ー一
TEL︵〇五六九︶二一 ー〇三一一 FAX︵〇五六九︶二三 四
ー 一八一

研修委員会

〜 YEG × 情熱 × 志 × 愛 ＝ INFINITY∞ 〜

平成

平成

年度

篤 会長から

芳賀康宜 会長へ

坂田
平成28年度会長

有里忠好司

坂 田

篤

■プロフィール
事 業 所：株式会社 知多土木
生年月日：昭和47年10月5日
青年部歴：平成21年度入会 委員長2回 専務理事1回
家
族：妻、子ども1人
趣
味：トライアスロン

HANDA YEG 縁 Enishi vol.24

平成29年度会長

青年部の活動にはあまり参加出来ませ
んでしたが、多くの方々と仲良くさせて
いただきました。私の素晴らしい財産と
なりました。7年間本当にありがとうござ
いました。

H.19入会

H.21入会

石原

美宏

■プロフィール
事 業 所：有限会社 芳賀自動車
生年月日：昭和50年1月7日
青年部歴：平成8年度入会 委員長3回 副会長4回 専務理事1回
家
族：独身
趣
味：青年部活動

知幸

㈲松島商店

平成8年より青年部にお世話になり21
年の日々が過ぎ去りました。この間にた
くさんのいい事、悪い事がありましたが、
たくさんの仲間に支えられここまで来れ
ました。深く深く感謝申し上げます。あ
りがとうございました。

考司

矢野

㈲良金建設

平成23年度11月に入会して5年5か月と
いう在籍期間でしたが、あっという間に
過ぎ去った青年部活動でした。それだけ
充実した内容であったと思います。青年
部で出会ったすべての皆様に感謝申し上
げます。

H.23入会

H.19入会

榊原

良光

晶

H.25入会

入会して2年という短い期間でしたが、半田
YEGで過ごさせて頂いた時間は私の人生の大
きな宝になりました。事業を通じ、スポーツ
を通じて出逢えた仲間に感謝しています。
半田YEGはとても良い環境です。この環境
が当たり前と思わずさらなる高みを目指して
行けるよう頑張って下さい。

H.28入会

センチュリー２１rooms

敏弘

㈲中兵

3年と少しの間でしたが、
多くの縁をいた
だき感謝しています。参加が少なく残念で
したが、
その中でも若い会員の皆さんが、
信
頼関係を築き成長する姿に多くの刺激をい
ただきました。卒業はしますが半田での商
売は一生続けて行きます。文化と歴史を感
じる半田の街を愛し、これからも多くの仲
間との繋がりを大切にしたいと思います。

山川

瀬口塗装

孝弘

平成19年に青年部に入会し、多くを学
び充実した時間を過ごさせて頂きました。
また幅広い年齢や業種の方々と出会えた
ことが私にとってかけがえのない財産と
なりました。ここまで続けられたのは、
共に過ごした皆様のおかげだと感謝して
おります。ありがとうございました！

山本

㈾ヤスター電化センター

23年間という長い間お世話になりまし
た。
様々な役職を経験させて頂き、またた
くさんの皆さんとの縁を頂きありがとう
ございました今しか出来ないことに全力
で取り組み、楽しい記憶と歴史に刻む記
録を残して下さい。

瀬口

H.27入会

平松電気工事

H.8入会

榊原

H.6入会

和臣

青年部に入会し、10年間活動する中で
沢山の出会いと経験をする事ができまし
た。委員長を経験した年は、色々大変で
したがメンバーの協力で素晴らしい事業
をすることが出来ました。これからは、
OBとして現役メンバーに協力できる事
は協力するので気軽に相談下さい。

松島

㈱山代

短い期間でしたが、青年部活動を通じ
て沢山の仲間が出来ました。
ありがとうございました。

芳 賀 康 宜

平成28年度、坂田篤会長の基本方針、会長所信、スロ
ーガンの下、愛を感じる一年だったと思います。この愛
と共に130名を超えるメンバーとスタートができる運び
となりました。
平成29年度スローガンは「知ろう！ 伝えよう！ 半田
YEGここにあり!! GET Bravo 」を揚げさせて頂き、
社業、自己研鑚に活かせる研修会を少し目線を替え進め
ていきたいと考えております。
又、「突然サンタクロース事業」も四半世紀を迎え、
5年に一度の「はんだ山車まつり」に参画し、半田市内
外に発信する活動を行う事で、多くのメンバーに知識と
経験が備わる事と思います。「メンバーファースト」の
考えで各種事業に取り組み、私をはじめとするメンバー
全員が切磋琢磨し、成長する一年にしたいと考えており
ます。
仲間との協力、緊密なコミュニケーション、積極的な
YEG活動への参加によって、半田YEGを再認識して頂
き、これからも地域に愛され、信頼される存在であり続
けるよう励んでいきましょう。
会長として至らぬ点もあるかと思いますが、一生懸命
頑張ってまいりますので、一年間宜しくお願い致します。

平松

有里珈琲館

H.21入会

平成28年度、坂田篤会長の基本方針、会長所信、スロ
ーガンの下、愛を感じる一年だったと思います。この愛
と共に130名を超えるメンバーとスタートができる運び
となりました。
平成29年度スローガンは「知ろう! 伝えよう! 半田
YEGここにあり!! GET BRABO 」を揚げさせて頂き、
社業、自己研鑚に活かせる研修会を少し目線を替え進め
ていきたいと考えております。
又、「突然サンタクロース事業」も四半世紀を迎え、
５年に一度の「はんだ山車まつり」に参画し、半田市内
外に発信する活動を行う事で、多くのメンバーに知識と
経験が備わる事と思います。「メンバーファースト」の
考えで各種事業に取り組み、私をはじめとするメンバー
全員が切磋琢磨し、成長する一年にしたいと考えており
ます。
仲間との協力、緊密なコミュニケーション、積極的な
YEG活動への参加によって、半田YEGを再認識して頂
き、これからも地域に愛され、信頼される存在であり続
けるよう励んでいきましょう。
会長として至らぬ点もあるかと思いますが、一生懸命
頑張ってまいりますので、一年間宜しくお願い致します。

2

平成28年度卒業生10名

29

年度

28

潔

㈱山川保険事務所

平成28年10月に入会させていただきましたが、
「えっもう卒業？」。あっ
という間の青年部終了に今更ながら驚いています。入会時にも言われま
した、
「すぐ終わっちゃいますけど？」、お電話での入会お誘いに返事をし
たときの広報委員新美さんの言葉を覚えています。私の信条に「来る者
は拒まず、去る者は追わず。」があり、お誘いにはまず耳を傾けるようにし
ているのですが、このお誘いは参加して正解でした。20年以上前の同級生
が多く在籍していて、懐かしい面々を拝見させていただきました。続きは
OB会でお願いしたいですね。広報委員会へ所属させていただいて、イル
ミネーション事業、サンタクロースのイベントと面白い発想を見せていた
だき、短い時間でしたがレクリエーションを楽しく進める勉強ができたと
思っています。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
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金城

金城工業所

よろしくお願いします!

機械器具設置・製造業

石川雄一

伊藤哲也

岩瀬保子

榊原敏満

Hammock

伊藤司法書士事務所

ファミリー整骨院

Public Space JIME

木製品製造

司法書士業

医療・柔整業

千葉高也

西山杏実

久松宏行

明治安田生命（相）

千葉電工

漂香茶館

食の蔵 酒菜

電気工事業

飲食業

水野雅之

松石竜一郎

水野雅之
税理士事務所

㈱マツイシ楽器店

税理士業

楽器販売、音楽教室、英語教室、イベント・コンサート企画等

石川こずえ

新美智之

coco nail

半田信用金庫

ネイルサロン

杉浦範行

渡部翔太

㈲山北新聞店

㈲片桐浴槽店

㈲杉浦木型

㈱レントオール半田

前田裕隆

グリーンエイチ

半田中央印刷㈱

(弁）山﨑法律事務所

保険業

印刷業

弁護士

間瀬喜弘

中日新聞成岩専売店
㈲NPホッタ
新聞販売業

㈲榊宗モータース
自動車販売・整備業

加藤雅也

杉江尚之

知多信用金庫

㈱SKK

金融業

坂

敬裕

山下典昭

癒しの空間工房
シエスタ
外構工事業

山川

内山

馨

㈲あおい葬祭

潔

㈱山川保険事務所

一般建築

案山子

ＣＴリング㈱

Many

衣浦機工㈱
自動車部品製造業
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電気通信業

焼肉みやもと
精肉卸・焼肉店

10月研修会

加藤鉄工建設㈱

㈲吉澤新聞店

旭

10/19

久世三央子

梶浦あかね

宮本

OB交流会

葬祭業

山本悠介

渡辺弘武

8/24

撮影スタジオ

榊原達郎

大塚雄充

エスケイ電気㈱

セントラルホーム㈱

電気工事業

建設・建築業

拡大プロジェクト

ビジネス交流を交えながら、青
年部の魅力･より良い環境を築く
為の研修会を行いました。我々メ
ンバー同士が、各々の事業内容や、
事業への想いをより詳しく知るた
めのビジネス交流を図り、その後、
青年部の魅力を再確認し、次代を
担うメンバーへ伝えていくための
グループディスカッションを行い
ました。今回の研修会で得た事を、
今後のより良い青年部活動に向け
て、活かして頂ければと思います。

㈱マルゼングループ

河北浩治
飲食業（居酒屋）

6月研修会

市野全嗣

吉澤章亘
新聞販売業

6/15

総務委員会

4/6

通常総会後の懇親会

5/25

5月研修会

坂田篤会長より平成27年度事
業報告書、決算報告書の2案件が
上程され、27年度会長の榊原康
仁君より議案説明がなされ、両
案件とも出席者全員の賛成にて
承認可決されました。審議可決
後、榊原康仁君より１年間のお
礼の挨拶があり、出席者からの
労いの拍手に包まれながら、平
成27年度半田YEGのすべての活
動に幕を下ろすことができまし
た。

保険代理業

保険業

土木・建築業

臨時総会

ギフト・イベント・レンタル

鋳造用木型全般

中村和也

堀田金吾

5/25

総務委員会

平成28年度半田商工会議所青
年部の幕開けとなる通常総会を
担当させていただきました。坂
田会長より28年度の事業計画、
収支予算の両案件が上程され、
出席者の全員賛成により承認可
決となり、平成28年度坂田丸の
順風満帆な出航ができました。
ご来場いただきましたご来賓の
皆様、青年部メンバーの皆様ご
協力ありがとうございました。

金融業

片桐利康
配管工

通常総会

居酒屋

山北恵介
新聞販売業

4/6

飲食業

杉浦晴美
保険業

6
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◆事業報告◆ Business Report

総務委員会

黒牛の里グリルガーデンにて
青年部の先輩方を招いてOB交
流会を開催しました。当日は100
名を超える方々にご来場いただ
きまして、BBQ、名刺交換を使
ったアトラクション、新入会員
の紹介、委員会ＰＲや、先輩方
の青年部活動の思いを聞きなが
らの交流を通して、今後の青年
部活動の協力関係、組織基盤の
強化につなげる事ができたと思
います。

研修委員会

「健全なる身体
（健康）
」に目
を向けた研修会を行いました。
青年部のメンバー2人よる講師と
して第1部は『薬膳』について学
ぶことにより身体の内から、第2
部は『ストレッチポール』を使
って身体の外から健康に意識を
向けた研修会を行いました。

交流委員会

通常総会後に懇親会を開催し
ました。半田市長をはじめ、関
係諸団体、歴代会長、卒業生な
ど、多くのご来賓の皆様を迎え、
現役メンバーを加え総勢120名
を超える懇親会となりました。
28年度坂田篤会長をはじめとす
る新役員共々、熱き想いを共有
し、新たなる一歩を踏み出す事
が出来ました。

研修委員会

「己を知りうる物は賢者なり」
のもと日本エニアグラム学会認
定ファシリテーターの稲葉さゆ
り様を講師としてお招きし、エニ
アグラムをもとに自己理解と他
社理解を深める研修会を実施し
ました。

7/18

家族交流会

9/3

東海ブロック大会 岡崎大会

11/3

愛知県YEG DAY

地域委員会

「みんな集まれ！青年部・家族わいわい祭！」
をテーマに掲げ、会場は終始、賑やかで笑顔の絶
えない夏の一日となりました。私たちが青年部活
動に取り組む事ができるのはやはり、家族の理解
と支えがあってこそ。その大切な家族に日ごろの
感謝の気持ちを込めた設営ができたと思います。
「みんな集まれ！青年部・家族わいわい祭！」
をテーマに掲げ、会場は終始、賑やかで笑顔の絶
えない夏の一日となりました。私たちが青年部活
動に取り組む事ができるのはやはり、家族の理解
と支えがあってこそ。その大切な家族に日ごろの
感謝の気持ちを込めた設営ができたと思います。

渉外委員会

多くの参加有難うございまし
た。
同じ愛知県連の主管というこ
ともあり、OB、OGを含め100名
以上の参加登録をいただきまし
た。岡崎YEGさんにも心強く感
じていただけたものと思います。
参加されたメンバーは、多く
の刺激、交流をして頂けたので
はないでしょうか。
29年度も多くのメンバーで参
加できる事を願っております。

渉外委員会

今年度は、大府市健康の森に
て開催されました。
愛知県連の皆さんが一同に会
する事、また半田YEGから県連
に出向されているメンバーの皆
様のおかげもありまして、参加
されたメンバーはより近く深い
交流が出来たのではないでしょ
うか。
参加かなわなかったメンバー
に伝え、繋げていきたいと思い
ます。
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◆事業報告◆ Business Report
2016はんだふれあい産業まつり 地域委員会

11/22

臨時総会後の懇親会

快晴のもと行われた今年の産業まつり。過去3
年間雨に降られ、我々だけでなく、このイベント
に関わる人達にとって待ち望んだ秋晴れの一日
でした。今年、半田YEGとして設営したのは子
どもを対象とした職業体験「キッズチャレンジフ
ァクトリー」では、過去最大の7職種7ブースで
子どもたちに楽しく身近にお仕事を体験してもら
いました。大人になった時にこの日の事を少しで
も思い出してもらえたらうれしく思います。
過去3年間雨に降られましたが、今年は気持ち
のいい秋晴れ。我々だけでなく、このイベントに
関わる人達にとって待ち望んだ日が一日だったの
ではないでしょうか。恒例となった子どもの職業
体験「キッズチャレンジファクトリー」やその他
の企画も大盛況でした。

交流委員会

臨時総会後、魚太郎・蔵のま
ちに会場を移し、懇親会を開催
しました。総会の緊張感とはガ
ラリと雰囲気が変わり、次年度
役員予定者予定者各人が各々の
カラーを出しながらの挨拶が繰
り広げられました。交流委員会
が新役員の事業所紹介を冊子に
まとめ配布し、冊子を手に取り
ながらの談笑もあり、大いに盛
り上がり、よい交流の場となり
ました。
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2/24・25

市民参加型交流事業

サンタクロース委員会

男女各40名による大規模な、婚活応援イベントを
開催しました。当日は、半田赤レンガ建物などの半
田を代表する観光スポットや、メンバーでもある市
野園芸での「いちご狩り」に足を運び、地域の特徴
を活かしたイベントをふんだんにおりこみ参加者の
皆様に楽しんで頂きました。
また、このイベントを盛り上げる為に、期間限定
でモニュメント、「エンジェルズ・ラバー」を半田
赤レンガ建物に設置しました。

突然サンタクロース

サンタクロース委員会

今年度は、青年部メンバーの突然
サンタクロース事業に対する更なる
意識向上の為、当事業をよく知る
OB の先輩方にも、当日トナカイ役
としてご協力頂きました。サンタ役
のメンバーからは、
「訪問家庭のお子
様、親御さんにすごく喜んで貰い、お
子様から感謝の手紙やお菓子などを
頂いた」等の報告を、多数受けました。
こんな夢のある事業に、委員長と
して携わる事ができて良かったと感
じております。

第36回全国大会
北海道いわみざわ大会

渉外委員会

今年度は、開催地が北海道と
いうこともあり、30名ほどの参
加登録となりましたが。
雪深い寒さにも負けず、全国
から熱いメンバーが集まり、卒
業生をはじめとして熱い交流が
出来た事と思います。
次年度は、開催地がぐっと近
くなりますので、より多くのメ
ンバーに全国大会の活気を感じ
ていただきたいと思います。
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臨時総会

11/25・26

全国会長研修会 かこがわ会議
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総務委員会

坂田篤会長より平成29年度の
役員の人事案件が上程され、29
年度会長予定者の芳賀康宜君よ
り議案説明がなされ、出席者全
員の賛成にて承認可決されまし
た。審議可決後には新役員の皆
様も舞台上に登壇され、芳賀康
宜会長予定者より次年度への抱
負を語っていただき、平成29年
度半田商工会議所青年部の新た
な一歩を踏み出すことができま
した。

日本商工会議所青年部 第34回全国会長研修会「播磨悠久の流れ かこがわ会議」
兵庫県加古川市内で、標記会議が開催され、事務局含め5名で参加しました。
この会長研修会は、当該年度会長、次年度会長予定者、事務局担当職員が出席義
務者となっており、加えて熱意ある会員も出席ができるものとなっています。
会員総会では、平成29年度の日本YEG会長を始めとした役員承認等が行われ、
会長予定者には岡山YEGの吉田大助氏が選任されました。その後の開会式では、
開催地である加古川YEGの森本氏が、熱い想いを語ると共に、いかにして開催に
至ったかについて大会誘致に至る経緯説明をし、参会の礼を述べました。
分科会では、当該年度会長、次年度会長予定者、事務局担当職員、熱意ある会員
にそれぞれ分かれ、各々の分科会で、全国の同じ立場に立つ同志たちと、現状報告
や直面課題について、熱く意見交換を行いました。
本研修会を通じて、全国のメンバーとの新たなご縁ができたことは非常に嬉しく、
このご縁を通じて個の成長、また個の成長を通して、YEGという組織の成長に活
かすと共に、今後の様々な事業活動や、地域貢献活動に活かしていくかを再認識す
る研修会となりました。

イルミネーション事業

広報委員会

半田赤レンガ建物の芝生広場にてクリ
スマスイベント&モミの木の点灯式を行
いました。今年で2年目となるモミの木
の電飾は半田工業高等学校の生徒に星形
のイルミネーションを企画制作してもら
い各箇所に設置しました。またクリスマ
スイベントでは、日本福祉大学生による
大道芸や子どもたちのダンスショーなど
があり会場は大いに盛り上がりました。
そして夕闇に包まれたころ、聖歌隊の演
奏で点灯式が始まり、モミの木のイルミ
ネーションが点灯されました。

1月研修会

研修委員会

アイプラザ半田
（講堂）
にて一般
の方も対象にした講演型の公開研
修会を行いました。講師には、日
本トライアスロンの第一人者であ
る『白戸太郎氏』と、行動科学の
プロフェッショナル『石田淳氏』
を迎え、1部・2部では両講師がそ
れぞれの経験や知識を活かした講
演でそれぞれに特色あるお話しを
いただきました。第3部では、も
ともと共著なども行っている両講
師の対談形式で開催しました。

卒業式&懇親会

28年度の総務委員会としては、
4月通常総会から始まり5月臨時
総会、8月のOB交流会、11月臨
時総会、そして年間を通して役
榊原考司 員会での議事録作成と1年間を
通じて半田商工会議所青年部の
㈲良金建設
活動を下支えする立場として活
動できたと思います。これも委
員会メンバー、青年部の皆様のおかげと思います。
青年部を支えていくつもりが、実は支えられて青
年部活動ができた1年であったと思います。皆様
には感謝の言葉でいっぱいです。ありがとうござ
いました。

広報委員会
何度目かの委員長を経験させ
て頂きとても光栄な事だと感じ
ました。今年はホームページの
運営、半田赤レンガ建物のもみ
荒木慶太 の木イルミネーション事業、こ
の「縁」を担当する事になりま
（有）知多BMセンター
した。改めて委員長の大変さを
思い知る事が出来たと思います。
残り2年の青年部活動となり、多くの後輩ができ
これからは今までの経験を沢山のメンバーに伝え
ていく事が大事だと感じました。一年間ありがと
うございました。

渉外委員会
一年間ありがとうございまし
た。
三役、副会長をはじめ委員会
メンバーに助けられた一年でし
池田龍一 た。渉外委員会は、他単会との
交流も多く自分自身も多くの刺
㈲池田工業
激を受け、成長に繋がる一年で
した。今年度感じたことを成長
させていただけた事を周りのメンバーに繋げてい
ければ幸いです。
坂田会長のもと委員長として、活動出来ました
事を半田YEGメンバー皆さんに感謝申し上げま
す。

研修委員会

交流委員会

28年度最後の事業である卒業
式＆慰労会をヴィラシェトワＨＡ
ＫＵＳＡＮで開催しました。1部
の卒業式では次年度会長による
送辞と歴代会長による答辞に感
動を呼び、2部の慰労会では各委
員長からの挨拶、坂田篤会長の
28年度完走を皆で労い、そして
会長法被が無事29年度芳賀康宜
会長へ受け継がれました。

森

圭吾

森保険事務所

1年間委員長を務めさせて頂
きありがとうございました。
皆様には感謝の言葉でいっぱ
いです。

交流委員会

委員長のひとこと
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総務委員会

今年度はじめて委員長という
大役を頂き、自分の身の丈より
も随分背伸びをした1年となり
ましたが、これまで接点の無か
鈴木玄基 った方々とより多く知り合う事
が出来、物事を作り上げて行く
きたむら㈱
過程の中で一体感を感じる事が
出来たのが、何よりの財産とな
りました。皆様に迷惑をかけつつも委員会メンバ
ーに支えられ今年度を無事終える事が出来感謝し
ています。男気を頂いたOBの先輩、ご協力頂き
ましたすべての皆様、本当にありがとうござしま
した。

地域委員会
平成25年度の入会以来、地域
委員会として活動してきた４年
間。これまでの委員長の想いを
引き継いだ「はんだふれあい産
江上 雄 業まつり」は快晴の一日となり、
大盛況の「キッズチャレンジフ
㈲エガミ
ァクトリー」と共にその想いは
満願成就となったのではないで
しょうか。これも多くの先輩や仲間に支えられ、
一緒に目標に向かって進む事ができたからと思っ
ています。この一年間感じた事を、次に繋いでい
きます。一年間、ありがとうございました。

サンタクロース委員会
初めて、委員長の大役を務め
させていただきました。
頼りになる副委員長の二人を
はじめ、自分より経験豊富な委
鈴木靖隆 員会メンバーに育てて頂いた１
年間となりました。
㈲鈴木製作所
病欠にて、委員会や役員会を
欠席する事もありましたが、優
秀な新入会員に恵まれ、事故なく無事に事業を開
催する事ができ、最高な委員会メンバーに感謝し
ています。そして、このような事業の委員長の大
役をまかせて頂いた坂田会長・役員の皆様一生忘
れない、忘れられない思い出をありがとう！

拡大プロジェクト
拡大プロジェクトとして、こ
の一年、色んな事にチャレンジ
させて頂き、私のこれからの青
年部活動に対し、大きく意義の
ある一年だったと思います。ま
榊原吉隆
た、拡大プロジェクトの一員と
㈱一徹屋
して頑張ってくれたメンバーは、
各々が委員会活動のある中、こ
の拡大プロジェクトにも多大なる尽力を頂きまし
た事、感謝の気持ちでいっぱいです。私だけでは
なく、彼らにも大きな一年だったのではないでし
ょうか。支えて下さった皆さん、本当にありがと
うございました。

