
江南市民祭り参加

　澤田和延市長も青年部特製五平餅をお買い上げ
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日時■2018年10月6日（土）　8時30分～　　　場所■すいとぴあ江南

　10月6日（土）、 7日（日）の2日間予
定されていた江南市民まつりです
が、台風25号の影響により6日のみ
の開催となりました。 江南YEGが
運営する予定でした「ふわふわドー
ム」も台風の影響で中止となりまし
た。加えましてお祭り終了後に予定
されていた懇親会もなくなりました。

　あいにくの天候でしたので、
五平餅の売れ行きも心配され
ましたが、参加されたメンバー
の協力によって終了時刻より
随分早くの完売となりました。
特筆すべきは福田直樹さんの
マイクパフォーマンスで、 寅
さんばりの口上を披露。他の
販売店を圧倒したのでした。

▲

　予想を超える繁盛。早くも完売に万歳の尾関卓担当委員長▲

　「隆志はまだかぁ？」

上段左より尾関昭、野崎哲志、中西達郎、尾関卓、北畑祐二、村瀬晴彦（秘伝のタレしこんでます。）、内田吉信、鈴木篤志
下段福田直樹　以上敬称略。　写真には写ってませんが参加されたメンバーも多数おります。

▲ 　担当委員長、会長、直前会長、担当副会長▲



有志ソフトボール大会
愛知県商工会議所青年部連合会

平成30年度

豊田in

2018江南 YEG広報誌 11月号（2） 結果ＡＬＬ来 !!

　　試合にて、ベンチ前で円陣を組む江南チーム
　　　　ベンチから選手にげきを飛ばす永田監督

　県連主催の有志ソフトボール大会に江南チームも参加いたしま
した。昨年度に続き2度目の参加です。昨年は初参加にも拘わらず
5位入賞を果たし、今年は優勝を目指しての参加でした。会場は昨年
同様豊田市運動公園。練習試合2試合（7月下旬に一宮と、8月上旬に
春日井と）をこなし、伊藤準キャプテンの下力を合わせて戦いまし
た。

　県連主催の有志ソフトボール大会と同日、 アクア・トト岐阜にて
縁結び交流会が開催されました。 江南商工会議所、津島商工会議所
が共催となりまして毎年開催されております。 江南、津島の各商工
会議所青年部も後援をしておりまして、 本年度は中西達郎委員長
率いる交流結束委員会が担当し会の円滑な運営をお手伝いしました。

　今回のこの縁結び交流会で17組のカップルが成立いたしました。
おめでとうございます！！

　予選は接戦を2試合制し、昨年度優勝の豊
田Ａに引き分けるなど健闘し見事決勝トー
ナメントへ進出。 残念なが初戦の豊橋に4
対5で敗れてしまいました。
目標の優勝には届きませんでしたが、 結束
と懇親を深められました。
　因みに今年度優勝はお隣一宮でした。
　おめでとうございます！
大会後はさなげアドベンチャーフィールド
にて大懇親会が行われました。

▲

　　素振りをする永井敦基さん▲

　　大懇親会にて。ピース。▲

　　キャプテンにしてエース伊藤準さん▲

▲

縁結び交流会
日　時■2018年9月9日（日）　16：00～20：00

場　所■アクア・トト岐阜

日　時■2018年9月9日（日）　9：00～

場　所■豊田市運動公園

上段左より山腰正人、尾関卓、桑山弘好、松居浩司、増田厚、野中陽介
下段左より永井敦基、伊藤準、清水美朱（ジャーマネ）、永田広光、野崎哲志
写真にない参加メンバー、入川信夫、澁谷威是、石田益己、山之城喜朗　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上敬称略。



前期新入会員紹介

総務・渉外委員会

　

阿部 栄司 (アベ エイジ)

日本教育企画(株) 2018年度入会
役職 代表取締役
〒483-8004 江南市草井町宮東61-2
TEL 0587-50-0321　 FAX 0587-55-8382
メール info@ws-aigi.jp
URL http://ws-aigi.jp

【サービス提供時間】10：00～16：00 　【定休日】 土・日・祝
【事業内容】 障がい者福祉サービス、広告代理業

S45年2月10日生　Ｂ型

障がい者による作業訓練施設です。
内職仕事を承ります。PR

広報配信委員会 

小坂 修一 (コサカ シュウイチ)

（株）ツチヤコーポレーション
　　松竹温泉 天風の湯

2018年度入会

役職 飲食部門部長
〒483-8341 江南市前飛保町栄378-15
TEL 0587-53-4126　FAX 0587-53-2683
メール kosaka@next-foods.com
URL www.tenpunoyu.jp

【営業時間】6：00～0：00　【定休日】年中無休
【事業内容】温泉施設内の飲食店

S48年8月14日生　Ｏ型

生マグロの刺身を中心としたお食事処えびすが月ごとのオススメメニュー等も
豊富でおいしいです。お食事のみのお客様は入館料は無料となっており、宴会
コースには入泉料込みのプランもありますのでかなりお得となっております。

PR

広報配信委員会 

長谷川 力 (ハセガワ リキ)

松山建設(株) 2018年度入会
役職 専務取締役
〒483-8345 江南市後飛保町高瀬122番地
TEL 0587-57-7701　FAX 0587-57-7702
メール matuyama.riki.riki@gmail.com

【営業時間】8：00～17：00　【定休日】日曜・祝日
【事業内容】住宅外構工事・アスファルト舗装工事
解体工事

S54年12月9日生　Ｏ型

アスファルト舗装のことならなんでも相談して下さい！PR

広報配信委員会 

伊藤 研二 (イトウ ケンジ)

（株）ＫＭＴ 2018年度入会
役職 代表取締役
〒454-0911 名古屋市中川区高畑2-165 水野ビル2階
TEL 052-369-2220　FAX 052-369-2555
メール s1takabata@way.ocn.ne.jp

【営業時間】月～金（17：00～21：20）土（14：00～21：20）
【定休日】日曜日
【事業内容】学習塾

S49年6月12日生　Ｏ型

京進スクールワンを布袋駅前に開校いたしました。
どうぞ宜しくお願い致します。PR

地域活性委員会

河原 高顕 (カワハラ コウケン)

道音寺 2018年度入会
役職 副住職

〒483-8241 江南市五明町青木282

TEL 0587-55-3472　FAX 0587-53-3479

【事業内容】供養、祈祷（地鎮式、車安全祈祷、その他）

S48年4月18日生　A型

親しみやすく、開かれたお寺を目指します。PR

2018江南ＹＥＧ広報誌11月号担当 山之城喜朗/桑山弘好

次回例会案内
12月例会～クリスマス交流会～
　●2018/12/18(tue.)　
　■19:00～21：40（受付18：30～）
　■江南商工会館　1Ｆ
　■登録料　4,000円
※服装については自由としますが、節度ある服装でご参加ください。
※例会内でクリスマスケーキ作りを行います。　調理器具（ボール・泡立て器）
　を各自ご持参ください。　講師：石田益己（元パティシエ）
※例会では飲食が伴います。ご自身で運転される場合は飲酒厳禁です。

地域活性委員会

大塚 小夜子 (オオツカ サヨコ)

(有)陶八 2018年度入会
役職 店長
〒483-8374 江南市宮田町久保見140
TEL 0587-58-8061　 FAX 0587-58-8068
メール touhachi.garden@gmail.com
URL http://touhachi.jp

【営業時間】9：00～18：30　【定休日】1月1日、1月2日
【事業内容】植物、生花、園芸用品の接客販売

S52年10月19日生　O型

地域に愛される店を目指し、お花、緑のある豊かな
生活を提案、サポートしています。PR

地域活性委員会

野﨑 哲志  (ノザキ サトシ)

(株)ノザキ化成 2018年度入会
役職名 代表取締役

〒483-8348 江南市前飛保町河原105

TEL 0587-54-7651　FAX 0587-54-7946　 

メール nozakikasei@orion.ocn.ne.jp

【事業内容】プラスチックの成形・加工

S48年4月9日生　A型

プラスチックの成形・加工の事なら何でも
ご相談下さい。PR

研修親睦委員会

斉藤 麗菜 (サイトウ レナ)

Veuve.(ヴーヴ) 2018年度入会
役職 代表
〒483-8065 江南市高屋町旭157-1
TEL 0587-58-6515
メール rry0318@yahoo.co.jp

【営業時間】21：00～2：00　【定休日】不定休
【事業内容】飲食店

S56年3月18日生　Ｏ型

江南市高屋町でスナックをやっています。
宜しくお願い致します。PR

交流結束委員会

西村 和仁  (ニシムラ カズヒト)

セブンイレブン扶桑柏森店 2018年度入会
役職名 オーナー

〒480-0103 丹羽郡扶桑町大字柏森字花立437-1

TEL 0587-92-0077　 

メール bluerb4865@ezweb.ne.jp

【事業内容】コンビニエンスストア営業

S50年8月29日生　A型

2018 江南 YEG広報誌 11月号（3）結果ＡＬＬ来 !!
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