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令和2年度皆さんありがとうございました。
自分自身にはとても荷が重い会長職を務めさせていただきました。
令和元年度榊原顕太郎会長より引き継ぎ万感の思いで年度始まる
半年以上前から準備してまいりましたが、新型コロナウイルス感染
拡大により様々な変更を余儀なくされました。これは自分自身だけ
ではなく役をお願いした三役、委員長にとっても大きなことだった
と思います。コロナ禍の中では今できること今しかできないこと
を考え行動しよう、動きは止まっても思考を止めないようにお願い
してきました。まだまだ十分に落ち着いたとは言えず先が分から
ない状況が続いており、もがきながら進んでいかなくてはなりませ
ん。例年のような全体で集まる事業が難しい中、それぞれ考え、少
しでも行動に移してもらえたことは様々な苦悩があったかと思い
ますが、大変ありがたく特別な経験ができました。本年度のすべて
が正解だったとは思いませんが、経験したコト、経験させてもらえ
たコトは必ず未来へと繋がっていくと思います。
メンバー全員で集い一つのモノに向かい熱く活動できなかっ
たことは残念でしたが、メンバー皆がくじけることなくコロナ
禍の中自社業を守り抜いたことは非常にありがたく、うれしい
ことの一つでした。今年度だけではなく来年度、再来年度と青
年部活動、日々は繋がっていきます。令和3年度榊原亮輔君に会
長職を託しますが、思いは変わらず多くのメンバーと今後も活
動していきたいと思います。皆さんありがとうございました。

令和2年度は、ほっこりあったかい池田会長のもと、魅力あふれ
る事業が実施される予定でしたが世界が予想だにしない新型
コロナウイルスに苦難を強いられました。何もしなかったわけ
ではなく裏では必死に試行錯誤しながら動き回っていた池田会
長の姿が今でも印象的です。本当につらい1年お疲れ様でした。
令和3年度は「未来への“考動”～より多く学びより多く交流し最
高の連帯感を～」をスローガンに掲げメンバーが一丸となり、よ
り絆を深められる事業をと考えています。半田商工会議所青年
部活動には地域振興を目的とした団体と考え、自身・自社の発
展の先に地域経済を活性化することを通じた地域貢献がありま
す。今まさに半田商工会議所青年部の意味意義が求められる1
年だと思います。今一度原点に返り活動の芯を考え理解し行動
することで私たちや地域の未来があると考えます。みなさんは
日々多忙な業務の中、日々青年部活動に時間を割いてくださっ
ていることと思います。せっかくのご縁です。今一度何のために
青年部活動に参加するのか、自分自身に問いかけながら、当事
者意識をもって取り組んでいただければかけがえのないもの
になると確信しています。私はこの1年をかけて半田商工会議
所青年部を夢が見られ、満足感が得られる、自分のためになり、
感動をもらえる、そのような組織にしていきたいという熱い思
いが湧き上がっています。令和3年度も半田商工会議所青年部
の活動にご期待ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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事 業 所：㈱池田工業
生年月日：昭和52年2月15日
入会年度：平成15年度
座右の銘：人生の栄光は、一度も転ばない事ではなく、
	 転ぶたびに立ちあがること
趣　　味：仕事、ゴルフ、懇親会
ビジネスで力を入れている事：関係する皆の満足度

■ プロフィール

事 業 所：庭楽㈱
生年月日：昭和55年9月28日　　入会年度：平成22年度
座右の銘：馬には乗ってみよ人には添うてみよ（馬の良し悪しは乗ってみな
	 ければわからず、人柄の良し悪しも付き合ってみなければわから
	 ない。何事も自分で直接経験してみよということ）
趣　　味：ゴルフ・飲ミニケーション
ビジネスで力を入れている事：庭つくりは植物を使った飾りつけだと思って
　　　　　　　　　　　　　	雰囲気を大切にしています。

■ プロフィール

令和2年度 会長　池田 龍一 令和3年度 会長　榊原亮輔
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令和2年度 事業報告

通常総会
新型コロナウイルス感染症対策の為、一部の役員と会員で
開催、人数制限で会場に来られない会員にはオンラインに
て配信という、異例の形での開催となりましたが、滞りなく
通常総会を開催することが出来ました。新しい試みではあ
りましたが、ニューノーマルの時代に沿った総会であったと
感じます。

7/6月

応募推進ライブ配信
〜私たちのBPC〜
半田YEGとしてWEB研修会は初の試みであり、手法を模
索しながらの企画設営だったと記憶しています。（9月末の
ことですが遠い昔の出来事に感じます）内容は前年のBPC
でグランプリを受賞した間瀬公寛君の報告とグループディ
スカッション。実際に人と会うことの利点は大いにありま
す。時間と場所から解放された設営は、新たなコミュニケー
ションの可能性を感じさせてくれました。

9/28月

10月臨時総会後懇親会
「熱波伝承」
緊急事態宣言の中、令和3年度理事候補者の紹介をどのよ
うにすれば全会員に熱を伝えられるか考え、ムービー紹介
にしました！
人に合った台詞を考え撮影しました。全会員に観てもらい
情熱を伝道出来たと思っています！
※写真はムービーの撮影風景です。

10/21水

10月臨時総会
入室時のアルコール消毒などの基本的なコロナ対策、そし
て出席者の制限をしての開催となりました。コロナ対策は
この1年で確立されてきたように感じます。引継ぎができ
るよう、各種資料をまとめました。令和3年度の新体制でも
コロナ禍が続く限り繋いでいっていただけることを願って
います。

10/21水

知多地区4YEG連絡協議会
半田YEG主管のもと交流ソフトボール大会を開催しまし
た。前日から降り続く雨でも開催をあきらめず、急遽の会場
変更にも委員会メンバーだけでなく半田YEG皆でグランド
整備を行い無事開催できました。各単会混成チームを結成
しスポーツを通じた交流、3密を回避したBBQでも単会の
垣根を超えた有意義な交流の場になったと思います。各単
会4YEG担当者の皆様にも感謝申し上げます。

11/3火

コネクト
委員会

担 当

愛知多渉外
委員会

担 当

総務
委員会

担 当

総務
委員会

担 当

総務
委員会

担 当

0192201050.indd   3 2021/03/29   10:48



HANDA YEG Enishi vol.284

令和2年度 事業報告

12月イルミネーション事業
「見上げた夜空に咲く笑顔」

1月研修会 熱い想いとクール
な頭で地域づくりを！！

新型コロナウイルス感染症対策の為、一度は電飾の設置の
みにまで縮小していった議案でしたが、その中で出来る事、
半田YEGらしさを今こそ行動で示すために、委員会メン
バー、一丸となって点灯式と花火の打ち上げまで実施する
ことが出来ました。残念ながら、市民参加型では開催できま
せんでしたが、顔を上げて、次年度以降は盛大に対外事業が
開催でき、半田らしさをPR出来る事を祈っています。

商工会議所は数少ない政策提言を出来る会であるという事
と、政策提言には色々な事が出来る力がある事を知っても
らい、青年部のメンバー皆が「こんな町になればいいな、こ
んな町にしていきたいな」と考えてもらう機会にしたかった
です。残念ながら新型コロナウイルスの影響により事業の開
催は出来ませんでしたが、一緒に考え悩んだ委員会メンバー
に感謝です。ありがとうございました。

12/6日

11月研修会
「熱波を起こすバーチャル研修」
コロナ禍を含む時代の変革期をコンセプトとしたオンライ
ン研修会を開催いたしました。子供達の成長を促した地域
活性や、運営方法の転換で社業を再成長させたメンバーの
取り組み、新たなビジネスマッチングの提案や、今後も活用
可能な助成金、補助金の紹介と多くの学びを得る研修会と
なりました。たくさんのメンバー、そしてご協力いただいた
皆さまにこの場を借りて感謝申し上げます。

11/25水

第33回東海ブロック大会美濃加茂大会
Let’s Try
〜挑戦者が次代を創る 同志と共に何度でも〜
新型コロナウイルスの影響で延期や大会方法の変更があ
り、最終的にはオンラインのみでの開催になりました。大会
に参加して改めて気付いたことは、開催単会である美濃加
茂YEGのメンバーは大会を開催するために苦渋の決断の
繰返しで、一番悔しい思いをされていたんだなという事で
した。逆境の中諦めずみんなで行動し続ければ実現する事
が出来る事を学びました。

2/23火

全国大会しあわせ福井さばえ大会
しあわせのもとを見つけに福井へ！
そして半田Prideを全国へ！
本来であれば、2日間の日程で半田メンバーと全国のYEG
の仲間に会いに行く予定でした。残念ながら、新型コロナ
の影響で全国大会は全てオンラインでの開催になりまし
た。無念ではありましたが、たくさんの会員の皆様の登録
をもって全国大会に絆を届けようと委員会メンバー一同
皆様に思いを伝えさせていただきました。結果、32名もの
ご登録をいただきました。ありがとうございました。

3/3水〜
3/7日

1/20水

R2夢
委員会

担 当

グリッター
委員会

担 当

政策提言
委員会

担 当

地域活性
委員会

担 当

愛知多渉外
委員会

担 当
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令和2年度 委員長コメント

委員長　寺澤　智博
博鍼灸院

総務委員会

令和2年度 事業報告

3月卒業式
「LAST熱波！」3/23火

常熱交流
委員会

担 当

1年と3ヶ月間、総務委員会15人のメンバー全
員で役員会議事録の制作に取り組んできまし
た。議事録の作成は役員会運営にとって必要な
ことですが、スポットライトの当たる役割では
ありません。顔を見た際には、労いの言葉をか
けていただけると幸いです。

総務委員会
委員長 江上　雄

ニューノーマル時代の中で、「夢」を描ける機会
の創出を目指しました。委員会メンバーと知恵
を出し合いながら事業を組み立てる過程はと
ても楽しく、刺激的なものとなりました。
次の機会もみんなで熱波を起こしていきましょ
う。1年間ありがとうございました。

R2夢委員会
委員長 山本悠介

初めての委員長で至らない点もあったと思い
ますがメンバーに支えられ全うする事ができ
ました。卒業式では委員会の枠を超え皆さんに
協力していただき交流委員会らしく設営でき
たと思います。周りに恵まれ1年間楽しく過ご
す事ができました。ありがとうございました。

常熱交流委員会
委員長 河村由香里

初めての委員長・初めての委員会・初めてのコ
ロナ禍での1年。中々思うようにいかず、ご迷惑
をおかけしましたが、なんとか１年間終える事
ができました。政策提言委員会メンバーに感謝
です。1年間本当にありがとうございました。

政策提言委員会
委員長 中野直哉

1年間委員会メンバーと共に成長することを
活動方針として過ごしていく中で、さまざまな
壁を乗り越え、色々な挑戦をする事ができまし
た。このメンバーでなければできなかった事で
した。半田YEGでよかった。この仲間でよかっ
た。感謝！ありがとうございました。

グリッター委員会
委員長 伊藤拓人

担当事業の中止や延期が重なり、委員会運営が
難しい1年でした。事業になるとメンバーの力
強さを感じました。全員が集まる機会は作れま
せんでしたが、全員で一つの動画を作ることが
出来ました。この1年の経験は今後の活動の力
になると思います。

地域活性委員会
委員長 山下典昭

1年間支えてくださった皆様、愛知多渉外委員
会のメンバーに感謝です。コロナ禍でできな
かった悔しさ、だからこそ得られた経験を胸
に、今後私にできる限り何でもします。それが
半田YEGへの恩返しです。この1年の活動は私
の誇りです。「半田Pride！」ありがとう。

愛知多渉外委員会
委員長 久松宏行

会歴9年目にして初委員長でしたが、コロナの
影響もあって年度当初私が思い描いていたよ
うな委員会活動は殆どできませんでした。そん
な最中でも最後まで委員会を盛り立て、活動を
継続してくださった岡村・中村両副委員長を始
めとする委員会メンバーには感謝しています。

コネクト委員会
委員長 柴田洋助

このコロナ禍でお世話になった先輩方の門出をどうお祝い
するか悩みました。どうしても委員会の枠を超えて全体で
設営しお祝いしたい。そんな想いが皆さんのお陰で実現す
る事が出来ました。最後まで支えてくれた委員会メンバー。
お願いを快く引き受けてくれた方達。仲間との繋がりの大
切さを更に感じた事業だったと思います。感謝。　
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会員事業所と活動詳細はこちらから
創立50年の歴史ある半田商工会議所青年部をおすすめします！

半田商工会議所青年部 会員募集中！
問い合わせ：半田商工会議所青年部事務局　担当：齋田

TEL.0569-21-0311
半田市内には、他にも魅力的な企業がたくさん！
ぜひ、地域の企業・店舗を利用して、
半田市の経済を盛り上げていきましょう！

HANDA YEG Enishi vol.286

令和2年度 卒業生紹介

①地元の方々とは疎遠になっていた自分を大
きな心で迎え入れていただいた青年部に感謝
しています。
②法人に特化した保険の事務所です。医療、製
造、食品、卸、建築、流通など業種に合わせた
ご案内と取引先の紹介に注力しています。

市野全嗣 ㈱マルゼングループ 

平成28年度入会

①何度も青年部にお誘いをいただきながら、
適当に受け流してました。約1年と短い期間の
活動でしたが、もっと早く入会すればよかっ
た！活動が制限される中、積極的に参加するこ
とによって楽しい仲間を見つける事が出来た
と思います。ありがとうございました。
②運送、倉庫、産廃収集運搬

小猿　剛 オーヤカーゴ㈱

令和元年度入会

①平成24年度に入会し、多くの事を学ばせて
いただき、そして多くの仲間と出会い、ここま
で成長する事が出来ました。先輩や後輩、同級
生がいつも支えてくれる、こういった仲間と過
ごせた9年間、本当に楽しく過ごせました。
②新築・リフォーム・電気工事・水道工事・外壁
塗装工事・エクステリア工事などあらゆる工事
を良質にご提供させていただきます。

榊原吉隆 ㈱一徹屋 

平成24年度入会

①開業してから青年部には大変お世話になり
ました。ありがとうございました。
②看板の事なら何でもやります。一度、お電話
下さい。宜しくお願いします。

左右木雅人 雅工芸

平成24年度入会

①短い期間でしたが、沢山の人と出会えたこ
とや沢山の学びを含め、沢山の収穫がありま
した。楽しかったです(^^)
②現在は知多半田駅近くで「牡蠣居酒屋おい
すた」を営んでいますが、近くの「亀乃蔵」と最
近合併しました。おいすたとは全く違うお店
ですが、亀乃蔵らしさプラスアルファして楽し
みたいと思います。

四谷大栄 ㈱ブロード　牡蠣居酒屋おいすた

平成30年度入会

①短い期間ではありましたが、楽しく過ごすこ
とができたと思っています。どこかで見かけ
ましたら声をかけてやってください。喜びま
す。ありがとうございました。
②塗装のことならなんでもご相談ください。

河北泰臣 ㈱河北塗装店

平成27年度入会

①13年間本当にお世話になりました。みなさ
んと出会い、一緒に活動できたことは一生の
財産。大人の学び舎、半田商工会議所青年部
を心ゆくまでＥＮＪＯＹしてください。今後もよ
ろしくお願いします！
②弁護士、中小企業診断士。交通事故、相続な
どの個人案件や企業関係の業務が中心です。
秘密厳守、ご相談お待ちしてます。

榊原顕太郎 榊原顕太郎法律事務所 

平成21年度入会

①半田YEGに入会させていただき、たくさん
の方々に出会えた事に本当に感謝していま
す。社業との両立が難しく、出席できないこと
が多々あり、各委員会の皆様には大変ご迷惑
をおかけしました。これから先たくさんの困
難があるとは思いますが、青年部で学んだこ
とを生かしながら社業に取り組んでいこうと
思います。本当にお世話になりました。

杉江尚之 ㈱SKK

平成28年度入会

①青年部活動は年齢や入会年数ではなく全力
で取り組んだことが社業に活かされると思い
ました。知らなかったことを学び、得たものは
私の宝です。ありがとうございました。
②活字離れが進むいま、情報化社会では社会
性や信頼性が高い新聞を読んでください。関
心のある記事だけではなく新聞の一覧性を活
かして世の中の流れを知ってほしいです。

吉澤章亘 ㈲吉澤新聞店

平成28年度入会

①卒業メッセージ・コメント
②事業PRメッセージ・コメント
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半田市の経済を盛り上げていきましょう！
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令和2年度 新入会員紹介

細谷晴之
レストランリヨン

4月
入会

近藤勲武
（有）近藤造園

4月
入会

新海深雪
Choruskate

11月
入会

岩本歩樹
（株）岩本塗装

4月
入会

堀江尚美
昼下がり酒場 農家の嫁

9月
入会

神谷英昭
rimessa works

11月
入会

居相史人
（株）中部土地

4月
入会

神谷正樹
おまつり酒場 だるま

10月
入会

古川恵子
アイリスペットサロン

1月
入会

増田哲也
（有）増田新聞舗

4月
入会

菅谷大介
D&S

11月
入会

國武明子
服部新聞店

1月
入会
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出向者

令和3年度
半田YEGスローガン

直前会長

池田龍一
（株）池田工業

監事

大橋　孝
おおはし縫製

監事

榊原慎吾
榊原石油 ニュー半田SS

事務局

齋田哲資
半田商工会議所

副会長

新美浩元
（株）ロジック

地域委員会
委員長

山下典昭
癒しの空間工房シエスタ

交流委員会
委員長

岡戸秀樹
（株）岡戸組

副会長

丸山勲生
（有）丸山石材店

副会長

山本悠介
CTリング（株）

専務理事

鈴木靖隆
（有）鈴木製作所

会長

榊原亮輔
庭楽（株）

広報委員会
委員長

岡村一希
岡村設備

研修委員会
委員長

松石竜一郎
（株）マツイシ楽器店

渉外委員会
委員長

戸嶋辰仁
（株）アールインテリア

総務委員会
委員長

河村由香里
居酒屋らん

副会長
未来プロジェクト

森下達夫
（有）はなふく

交流委員会

市野敦紳
市野園芸

東海研鑽委員会

岩瀬健治 
イワセ鉄工（株）

研修委員会

千葉高也
千葉電工

愛知県連 愛知県連

愛知県連

東海研鑽委員会

伊藤拓人
CAFE＆BAR POLPO

東海ブロック 東海ブロック

広報★ブランディング委員会

藤野道子
WEB制作　クリップ

日本YEG

広報委員会

山本八稔 
（株）山本楽器

未来への“考動”
～より多く学び より多く交流し 最高の連帯感を～

令和3年度 半田商工会議所青年部組織図

半田商工会議所青年部会報　ENISHI Vol.28 2021.4 発行
■ 編集・発行 ／ 半田商工会議所青年部 グリッター委員会　〒475-0874 半田市銀座本町1-1-1　TEL：0569-21-0311　FAX：0569-23-4181
■ 印刷・製本 ／ 半田中央印刷株式会社

私たち半田商工会議所青年部（半田 YEG）は大好きな街 “半田” を中心に地域の産業を支える
青年経済人たちが集い日々活動しています。さまざまな事業を通じ信頼し合える仲間の輪が広
がり、経営者としてのスキルの研鑽、手腕を発揮することができるステージ、それが半田 YEGで
す。あなたもさらなる自己成長、社業発展のために半田YEGの世界へ飛び込んでみませんか？

※詳細は半田YEG事務局（担当：齋田哲資）までお問い合わせください。
　公式サイト https://handa-yeg.com
　E-mail：info@handa-yeg.com　TEL：0569-21-0311

新入会員募集 20歳～45歳の仲間募集!! 集 記編 後
初めての縁の発行を担当させていただきました。さまざ

まな方の一年の想いや今までの経験、感謝のコメント、次

年度の組織図や未来への強い気持ち。様々な過去と未来

が詰まっております。このバトンをまた次年度へ渡して、

今年度最後の役目を終えさせていただきます。
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