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知ろう！  伝えよう！  半田YEGここにあり！！

～ Get “Bravo” ～
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節目の年となる平成 30 年度は、『繋がろう 心とこころ 拡げよ
う 思いの輪 〜自分の限界を超えて半歩前へ〜』というスロー
ガンを掲げさせていただきました。29 年度は、「知ろう！伝え
よう！半田 YEG ここにあり！！〜 Get“Bravo” 〜」のスローガ
ンのもと事業を通じて貴重な経験や、違った角度からの見聞
などの体験を通じて、本当に実のある一年を送ることができま
した。芳賀会長、一年間大変お疲れ様でした。30 年度は 29
年度を受け、さらに会員一人ひとりが主役であることを再確認
し、各々が会の持つ意義や可能性を意識しながら、お互いに切
磋琢磨し、自分・会社・地域を大いに盛り上げてく中で、成長
していける一年にしたいと考えています。そのため、今年度は
体験型研修会をはじめ、頭だけでなく五感で感じる研修会や経
験を多く得られる事業に組み込んでいきます。また、交流の場
は、気づきの場・連携の場と捉え、垣根をつくらず積極的に行っ
ていきます。そして、地域事業への参画を、青年部メンバー個々
の実践的な研修の場と捉え、真摯に、そして愚直に取り組んで
いきます。私は、そんな一つ一つの事業や経験が自分や会社
を成長させ、地域を育んでいくと信じています。一人ひとりの
力を集結し、一人ひとりの『思いの輪』を拡げて行きたいと思っ
ています。一年間、宜しくお願いします。

まずもって、この一年間、自分自身が長く活動させて頂いた
半田商工会議所青年部において、会長職を無事（？）に務め
終えたことに関しまして、ご支援、ご声援、叱咤激励を数多く
賜りました関係各位、役員会メンバーを中心とした多くのメン
バーの支えに、改めて感謝しております。会長としては、歴代
の先輩方に比べ、至らぬ点しか見当たりませんが、29 年度も
幕を閉じようとしています。平成 29 年度は、スローガンを「知
ろう！伝えよう！半田 YEG ここにあり！！〜 Get“Bravo” 〜」
と掲げ、船出致しました。自分自身が当たり前に行っていた
青年部活動を、いかにメンバーに共有していくか、そこを念頭
に掲げたスローガンです。「知ろう！」では、社業、自己研鑚
に活かせる研修会を、目線を変えて開催できました。また、5
年に 1 度のはんだ山車まつりへの参画、25 年目を迎えた突
然サンタクロースなどの活動を通じ、多くのメンバーに、知識
や経験が備わったと思います。「伝えよう！」では、今までに
備わった知識と経験をブラッシュアップし、これからの活動を
通じ、メンバーからメンバーへ生の声で魅力を伝えて頂き、今
後も益々成長していく団体としての半田 YEG である事を願っ
ております。本当に一年間ありがとうございました。最後に、

『半田 YEG　Bravo!!』

平成30年度会長　淺井 泰博 平成29年度会長　芳賀 康宜

■プロフィール
事 業 所：有限会社　大和屋家具店
生年月日：昭和 48 年 6 月 8 日
入会年度：平成 12 年
家　　族：妻と 3 姉妹
座右の名：人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし。
特　　技：どこでも寝れること

■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
入会年度：平成 8 年
家　　族：父、母、妹
座右の名：切磋琢磨
特　　技：事故処理



2 HANDA YEG Enishi vol.25 3HANDA YEG Enishi vol.25

平成29年度　事業報告

4/12（水）
通常総会

総務委員会

平成 29 年度半田商工会議所青年部通
常総会が住吉福祉文化会館にて開催さ
れました。上程議案が満場一致で承認
され、よい緊張感の中で 29 年度がス
タートしました。芳賀会長率いる半田
YEG スローガン『知ろう！伝えよう！半
田 YEG ここにあり！！〜 Get“Bravo”
〜』を胸に刻み、新たな一歩を踏み出
しました。

4/12（水）
通常総会後懇親会

渉外委員会

平成 29 年度半田商工会議所青年部通
常総会が住吉福祉文化会館にて開催さ
れました。その後、ご来賓の皆様と新
年度を迎える懇親会を設営させていた
だきました。総会とは違う雰囲気の中、
青年部メンバーはご来賓の皆様と名刺
交換をして、親睦を深めることが出来
ました。

5/24（水）
臨時総会

総務委員会

平成 29 年度 5 月臨時総会が半田商工
会議所にて開催されました。芳賀会長
より上程された 28 年度の事業報告・
収支決算について、28 年度坂田会長か
ら一年を振り返る説明がなされ、満場
一致で議案が承認可決されました。可
決後、出席者から 28 年度役員へ労い
の拍手が送られ、温かい雰囲気の中、
平成 28 年度を締めくくりました。

5/24（水）
5月研修会
もっと知ろう！半田YEG　伝えよう！志と情熱を

広報委員会

全会員のうち入会歴 10 年未満の会員
が約 80％を占める現状の中、改めて私
たちの団体はどういう会なのか、どう
いう位置づけにあるものなのかを学び
ました。また半田 YEG の創世記を牽
引した東浦右智先輩、松石奉之先輩に、
現役時代のお話をしていただき、経営
者として、青年部として、考えるべき
世界観を感じてもらいました。

6/21（水）
6月研修会

「自社を知り、新しいビジネスチャンスを掴もう！」ビジネスプラン勉強会

研修委員会

半田商工会議所にてビジネスプラン勉
強会を開催いたしました。会社の現状
分析を SWOT 分析という手法を用い
て自社の新しい発見や、新規ビジネス
のきっかけに繋がる何かが見いだされ
たのではと思います。第 2 部では、日
本 YEG 副会長の花市氏を講師に招き、

「ビジネスプランとは？」と題し、講義
いただきました。

7/19（水）
7月研修会
ビジョンを明確に！叶えよう自分の未来図を！

サンタ委員会

『ビジョンを明確に！叶えよう自分の未
来図を！』とテーマを掲げ、公開型研
修会を開催いたしました。この研修会
では、大きな目的や目標を実現するた
めの【戦略マップ】を作成することを
目的としました。自己や自社の近い将
来の目標実現のために必要なものであ
り自社の現状を見つめ直すため、非常
に良い契機となりました。
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平成29年度　事業報告

8/20（日）
家族交流会
情熱交流バラエティー ～半田の田んぼでイッテQ ！～

交流委員会

「一生の思い出に残る家族交流会にす
る」という思いから、普段はなかなか
遊ぶ機会もない田んぼでの運動会と自
分で作って楽しむ体験型縁日。懇親会
では、参加して頂いたお子様全員を表
彰し、日頃、お世話になっている奥様
への花贈呈という盛り沢山の内容で設
営しました。参加した会員家族の「夏
の思い出」に貢献できたと思います。

9/14（木）
9月研修会
接客を通して学ぶ会話術

研修委員会

アイプラザ半田にて、青年部と女性会
との初の合同研修会を行いました。「会
員資質向上、及び会員個々の「知る力」、

「伝える力」を高め、スキルアップを図
る」という同じテーマを掲げ開催した
ひとの顔・名前を覚えるコツ、先輩を
たてる等のマナー、接客や人との付き
合い方のコツ等をお話しして頂きまし
た。

10/7（土）・8（日）
第八回はんだ山車まつり

山車まつり委員会

桟敷席のチケットを 10 月 7 日（土）
8 日（日）両日共完売する目標を達成
すると共に公式認定グッズの売上げ目
標も大きく超えることができました。
山車を曳く祭り人、はんだ山車まつり
に訪れる人、企画運営する人の協力が
あってこそだと思います。一つでも欠
けていたら達成はできなかったと感じ
ています。ありがとうございました。

10/21（土）
東海ブロック大会 津大会
ガッ津で進め！あふれるスピリッ津！輝く未来へレッ津GO ！

渉外委員会

平成 29 年度第 30 回東海ブロック大会
津大会が 10 月 21 日（土）に三重県津
市にて大会テーマを『ガッ津で進め！
あふれるスピリッ津！輝く未来へレッ
津 GO ！〜活力ある地域を青年の手で
〜』と題し、10 月 1 日に完成したばか
りの津市産業スポーツセンター・サオ
リーナで盛大に開催されました。

11/3（金・祝）
愛知県YEGDAY
どまんなかスピリッツ！お前が舵をとれ！

渉外委員会

平成 29 年度、愛知県 YEGDAY が 11
月 3 日（金・祝）に名古屋国際展示場ポー
トメッセなごやにてテーマを『どまん
なかスピリッツ！お前が舵をとれ！〜
captain of the YEG 〜』と題し、愛
知県連 20 単会、約 2,000 人のメンバー
からなり、その約半数が集結し、盛大
に開催されました。

11/15（水）
臨時総会

総務委員会

平成 29 年度 11 月臨時総会が、ザ・グ
ランドティアラ HANDA にて開催され
ました。多数のメンバーが出席し、上
程議案の平成 30 年度半田商工会議所
青年部役員が出席者全員賛成により承
認され、30 年度へ向けてよい弾みにな
りました。淺井会長予定者の挨拶から
も意気込みが伝わり、半田 YEG メン
バーが思いを一つにしました。

11/15（水）
臨時総会後懇親会
ブラボー 半田YEG ～喝采～

交流委員会

臨時総会の緊張感からは雰囲気が変わ
り、次年度役員紹介においては、静止
画や音楽を交え、各々のカラーを出し
ながらの入場・紹介が繰り広げられま
した。アトラクションでは、参加者全
員で盛り上がり、次年度役員の意気込
みを厳粛な空気感の中、各々喋って頂
き、普段とは少し違う次年度役員予定
者に見とれてしまうほどでした。

12/1（金）・2（土）
全国会長研修会「神話の郷 出雲の国 ご縁会議」
YEG 在月　ご縁にだんだん！

第 35 回全国会長研修会が出雲の地で
開催され、会長、次年度会長、事務局
を中心に 5 名で参加いたしました。1
日目は会員総会、開会式、日本 YEG
次年度会長所信表明、分科会、大懇親会、
県連ナイトの日程で 2 日目は全体事業、
BPC1 次選考通過者の発表があり、2
日間有意義な研修会となりました。

12/3（日）
イルミネーション事業
とどけ！わたしの願い！～サンタが見つけるイルミネーション2017 ～

サンタ委員会

半田赤レンガ建物芝生広場にてイルミ
ネーション点灯式を開催しました。ワー
クショップやモザイクアートで 529
ピースの願い事を書いたパネルを合わ
せサンタクロースの絵を完成させまし
た。イルミネーションが点灯すると歓
声が沸き起こり心に残る思い出が創れ
ました。青年部の情熱とエネルギーを
伝えることが出来たと思います。

12/23（土・祝）
突然サンタクロ－ス事業
突然サンタクロース2017 ～子どもの笑顔がみたい！夢物語を現実に！想いをつないで25年～

サンタ委員会

看板事業として 25 周年を迎える『突
然サンタクロース事業』を実施しまし
た。100 家庭へメンバー扮するサンタ
が訪問し、プレゼントをお子さまに届
けました。会議所に戻ってきた会員は、
訪問家庭での子どもたちの様子を嬉し
そうに話していました。未来を担う子
どもたちの夢と笑顔溢れる素敵な思い
出つくりができました。
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平成29年度　事業報告

平成29年度　委員長コメント

1/22（月）・23（火）
視察研修会
震災を理解し、判断と行動を学ぼう

研修委員会

宮城県山元町、亘理町で視察研修を行
いました。震災から現在に至るまでの
町の変化や人口変化のお話しを頂き、
被害や復興までの軌跡を知りました。
我々青年部としても、研修を通して学
んだ、今後起こりうる災害に対しての
備えや様々な知識を生かしていきます。

2/15（木）～17（土）
第37回全国大会岐阜かかみがはら大会
STAND BY ME

渉外委員会

平成 30 年 2 月 15、16、17 日に第 37
回全国大会岐阜かかみがはら大会が開
催されました。恵那分科会と各務原分
科会、式典へ参加してきました。恵那
分科会では、手作り感溢れる心温まる
設営に参加メンバーは楽しませていた
だきました。式典では卒業式も組込ま
れており、卒業生にも思い出に残る大
会でした。

3/7（水）
卒業式、会員交流会
ブラボー 半田YEG ～伝承～

交流委員会

大笑いしながら「最高だった」と卒業
生に言ってもらいたい。また、平成 29
年度最後の事業という事もあり、全員
で楽しみながら、わいわい騒げる卒業
式にしたい。そんな思いで設営しまし
た。卒業生によるアトラクションでは、
会場全体で盛り上がり、サプライズで
は、卒業生が困惑したり感動したりと
大いに喜ん頂けました。

会員交流誌「大縁」
知ろう！メンバーのこと　もっと伝えよう！自分のこと

広報委員会

皆さんに自社や自身を PR する原稿を
作成してもらい、会員向けの交流誌を
発行いたしました。なかなか会員全員
のことを知ることは難しいですが、「全
員の情報を掲載する」べく、委員会メ
ンバーのみならず、会長率いる会員、
社員やご家族の方のご協力をいただき、
無事完成となりました。会員の社業継
続の一助になればと思います。

今年度は初めて委員長という大役を頂き、最
初は不安でいっぱいでしたが、副委員長をは
じめ、心強い委員会メンバーに支えて頂いた
おかげで楽しく務めきることができました。
この 1 年間の思い出は私にとって大切な宝物
です。本当にありがとうございました。

総務委員会

27、28 年度県連出向の経験を活かす為、29
年度で 2 回目の委員長を渉外委員会として仰
せつかりましたが、単会メンバーを渉外事業
へ参加してもらう難しさを痛感した一年であ
りました。渉外メンバーの皆様へ『お付き合
い頂きありがとうございました』

渉外委員会

委員会メンバー全員で必死になって走り回る 1
年間を過ごしてきました。全ての事業が内外
問わず人と人とを繋ぐ架け橋となり、関わっ
た全ての人達のこれからに活かせる財産がで
きたと思っています。広報委員会メンバー、
本当におつかれさま！本当にありがとう！

広報委員会

今年度は心強く優秀な副委員長をはじめとす
るメンバーに囲まれたため、楽しく務めきる
ことができました。この 1 年間の思い出は私
にとって大切な宝物です。本当にありがとう
ございました。

研修委員会

自身、二度目の委員長と言う事もあり、余裕
をもって、委員会・事業の設営に挑めました。
また、たくさんの優秀な新入会員にも助けら
れ、忙しい時期も楽しい委員会となりました。
交流委員会のみんな最高です！ありがとー！

交流委員会

色々と困難もありましたが仲間たちと力を合
わせて研修会や事業を達成することを学ばせ
て頂きました。助け合うことで絆がより強く
なることが出来ました。自分を支えてくれた
すべての人に感謝の気持ちでいっぱいです。
本当にありがとうございました。

サンタ委員会

第八回はんだ山車まつりに参画しました。一
年以上前から共に歩み支えていただいた委員
会メンバーをはじめとする半田商工会議所青
年部の方々や各団体の方々には本当に感謝の
気持ちでいっぱいです。大変ではありました
がとても良い経験になったと感じています。

山車まつり委員会

委員長　丸山　勲生

委員長　藤野　道子

委員長　榊原　亮輔

委員長　大橋　　孝

委員長　石川　大志

員長　藤村　修平

委員長　新美　浩元
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青木 光義　アオキ保険プランニング

保険代理業

平成27年度入会

二年半という短い期間でしたが、温か
く迎え入れて下さり感謝しています。
青年部の活動にはあまり参加できませ
んでしたが、皆様と親しくお付き合い
させて頂き、幅広い年齢層や業種の
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、本当に有り
難うございました。今後ともご厚誼の
程、宜しくお願い致します。

内田 清之　（有）ニュースステーションウチダ

新聞販売業

平成21年度入会

入会のきっかけは某先輩の「来んでも
いいから入れ」位の勧誘だったのに、
気付けば県連に随分長く出向させて頂
いて他単会にも顔見知りが増え楽しく
活動させてもらいました。しかし、一
番の財産は一緒に活動する仲間と出会
えた事だと思っています。皆さんにも
同じ様な出会いがあることを祈ってい
ます。ありがとうございました。

榊原 英樹　（株）植木店

造園業

平成15年度入会

狭い社会しか知らなかった自分が沢山
の縁を頂き、様々な経験をさせて頂き
ました。みんなと一緒に過ごしてきた
時間はこれからも自身を成長させてく
れる宝物となり感謝の気持ちでいっぱ
いです。この先も皆様にアドバイスを
お願いする事もあると思いますが、そ
の時は今と変わらずお付き合い下さ
い。有難うございました。

坂田 　篤　（株）知多土木

総合建設業

平成21年度入会

時の立つのは本当に早いもので、与えられた
45 才までという時間は今年で終わりを迎える
こととなりました。一足お先に大切な心友たち
との思い出を胸に次のステージに進みます。こ
れからまだまだ活躍されるプレーヤーの皆様
へ。これからも自分と仲間を信じてダイナミッ
クなプレーで会と街を盛り上げていってくださ
い。『出来る出来る出来る　出来る出来る出来
る　出来る出来る出来る　必ず出来る』。

茶山　 薫　茶山設備工業

給排水設備工事

平成11年度入会

半田 YEG の歴史に約二十年付き添い
時の経過は早いもので平成が過ぎ去ろ
うとしております。皆さんと出会い貴
重な時間を共に過ごして “ 縁 ” という
財産を得ることが出来ました。卒業と
いう区切りではありますが “ 縁 ” は切
れることはありません。皆さんとご一
緒に “ 精神一到何事か成らざらん “ の
気持ちで発展していきましょう。

寺田 充代　（同）グッドインテリア

室内装飾・テント工事

平成26年度入会

平成 26 年度 11 月に入会。配属が 1
月に行われる 50 周年記念式典の委員
会だった為、滑り出しから濃厚な事業
に携わる事が出来ました。沢山の皆様
に親しくさせていただき、刺激的で充
実した日々で凄く楽しかったです。あ
りがとうございました。まだまだ楽し
みたいので常滑 YEG に入会してしま
いました。

戸田 孝士　ソニー生命保険（株）

保険業

平成20年度入会

平成 20 年の途中から入会し約 9 年間
在籍した中で、皆様とのご縁が一番の
財産です。青年部活動中は、様々な役
職をさせて頂くことで、楽しいことも
辛いことも多々ありましたが、メン
バーの結束力があったからこそ乗り切
れたと思っています。本当に感謝の気
持ちでいっぱいです。ありがとうござ
いました。

永坂 武洋　（有）永坂鉄工所

自動車部品加工

平成9年度入会

長くもあり短くもあった 19 年でした。
こんなに、長い学校はありませんが、
学校を卒業する気分です。良い先輩、
後輩に恵まれ、楽しい時を過ごすこと
ができました。次は、何をしようか
な？。今は、それを考えています。青
年部で培った、人脈、経験を活かし頑
張りたいと思います。

中村 　伸　中村伸司法書士行政書士事務所

司法書士・行政書士

平成13年度入会

平成 13 年に入会して 17 年。一度も
変えなかった手帳の写真と、今の姿を
見比べると髪の毛が…。半田市に縁の
無かった私が、この街を好きになれた
のも、青年部のご縁のお陰と感謝して
います。副委員長を 1 回やっただけで
卒業とは「もったいない事をしたな。」
と思いますが、自分の得意分野である

「規約」に関われ良かったです。

髙木 昭佳　炭火焼鳥じゅっぽんめ

飲食業

平成24年度入会

約 5 年間青年部にお世話になり、いろ
んな業種の方々と出会いお話させてい
ただいたことで、たくさんの刺激を受
けました。この経験を残りわずか？の
人生に活かしていきたいです。無事？
卒業できるのは、メンバーの皆様のお
かげです！ありがとうございました。
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早川 美峰　衣浦環境（株）

一般廃棄物収集処理・クリーニング業

平成8年度入会

平成 8 年に入会させていただき、卒
業までは、先が長いなと思っていまし
たがついに卒業です。何でもかんでも
ありましたが、一緒に挑み過ごした仲
間がいます。たくさんのチャンスと出
会いをくれた半田 YEG に感謝してま
す！！

増岡 孝充　（株）日新旅行

旅行業

平成26年度入会

あまり事業に参加できず、皆様にご協
力できなかった事が心残りに思います
が、いつも親切に温かく接していただ
き大変感謝しております。半田商工会
議所青年部の事業内容は地域の方に喜
ばれる良いものがたくさんあり、素晴
らしいと感じました。今後もより良い
事業並びに青年部の発展を心より祈念
いたします。

間瀬 貴裕　ヤマネ（株）

タイル・左官施工販売

平成5年度入会

とにかく感謝 (^_^)
可愛がって頂いた先輩、後輩の皆様へ
感謝の言葉しかありません。
本当にありがとうございました。
24 年間、本当にお世話になりました。

山田 耕治　山田自動車工業（株）

自動車整備・販売

平成13年度入会

平成 13 年に入会してから、細く長く
の活動でしたがなんとか卒業すること
が出来ました。これも先輩方やメン
バーの皆様のご指導、ご支援のおかげ
だと感謝しております。いろいろな思
いの人が一緒に取り組める青年部活動
はすばらしいと思います。長い間お世
話になりました。ありがとうございま
した。

平成29年度　新入会員紹介

新美広明
Tiara
コンパニオン派遣

5月入会

岩井里美
Le Lien
エステ＆リラクゼーション

5月入会

小川洋之
（株）誠電社

電気工事業

6月入会

十亀泰徳
知多信用金庫本店営業部
金融業

5月入会

山本将成
山本工業（有）
運送業

6月入会

伊藤之浩
AreaWeb
ネット集客活用サポート

7月入会

久野佑奈
（株）陽山

飲食業

1月入会

森脇源太
（株）大進

総合建設業

1月入会

中村孝年
（株）アニバーサリーホーム半田
建設業

7月入会

勝野隆司
KWWP（株）
建設業

8月入会

山領典登
マイスターコーティング半田店
床・水回り等コーティング業

9月入会

川澄恵未
知多セントラルシステムズ（株）
アイスクリーム製造・小売業

11月入会

平山佳代
seeds
インテリアコーディネーター

11月入会

皆川容輝
皆川鈑金自動車
自動車販売・小売業

12月入会
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会長

淺井泰博
（有）大和屋家具店

事務局

榊原鉄平
半田商工会議所

直前会長

芳賀康宜
（株）芳賀自動車

監事

荒木慶太
（有）知多 BM センター

監事

榊原康仁
鐘長商事（有）

副会長

鈴木靖隆
（有）鈴木製作所

副会長

池田龍一
（株）池田工業

副会長

榊原亮輔
庭楽（株）

専務理事

森下達夫
（有）はなふく

サンタクロース委員会
委員長

松石竜一郎
（株）マツイシ楽器店

出向者

TOKAI 交流委員会

山本悠介
CT リング（株）

平成 30 年度　半田 YEG スローガン

繋がろう　心とこころ
拡げよう　思いの輪

～自分の限界を超えて半歩前へ～

研修委員会 委員長

榊原吉隆
（株）一徹屋

愛知県連

東海ブロック

国際ビジネス委員会

岡戸秀樹
（株）岡戸組

日本YEG

交流委員会

鈴木雅貴
（株）カネマタ

日本YEG

新美浩元
（株）ロジック

広報委員会
委員長

山本八稔
（株）山本楽器

地域委員会
委員長

寺澤智博
博鍼灸院

総務委員会
委員長

藤野道子
WEB 制作　クリップ

交流委員会
委員長

坪井英之
衣浦塗装店

渉外委員会
委員長

榊原敏満
Public Space JIME

研修委員会
委員長

研修委員会

鈴木玄基
きたむら（株）

愛知県連

研修委員会

丸山勲生
（有）丸山石材店

愛知県連

広報委員会

森　圭吾
森保険事務所

愛知県連

交流委員会

大橋　孝
おおはし縫製

愛知県連

知ろう！  伝えよう！  半田YEGここにあり！！

～ Get “Bravo” ～

平成30年度 半田商工会議所青年部組織図

新入会員募集 20歳～45歳の仲間募集!!

編
集
後
記
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ここには次代を担う若手経営者、後継者、幹部社員が会員として在籍しており、
地域経済・地域社会の繁栄に貢献することを会の目的として様々な活動を行っ
ております。
　地域の未来づくりの一翼を担う団体として、会のさらなるパワーアップを図
るために、私たちは新しい会員を募集しております。この機会にぜひご入会い
ただき、最大の魅力である人的ネットワークを大いにご活用ください。

　半田商工会議所青年部会報「縁」は、本号で25号を迎え
ました。平成29年度は、会員全員がチャレンジをする年と
なりました。芳賀会長の掲げたスローガン「知ろう！伝え
よう！半田YEG ここにあり！！ Get “Bravo”」を通して、
体感し、胸に刻んだはずです。
　平成30年度は、淺井新体制のもと、これまで以上に情
熱を持って青年部活動を行ってまいります。今年度も「縁」
を手にしていただき、誠にありがとうございました。

平成29年度 半田商工会議所 青年部広報委員会 
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