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ALL1月例会開催
日時■2019年1月15日（火） 19時～21時 場所■江南商工会館１階ホール

講師■千代里 先生　『福をもたらす人生の歩み方』

司会をする田中秀樹さん

　地域活性委員会担当の１月例会は、
講師に千代里先生をお迎えして「福をも
たらす人生の歩み方」と題し、 元新橋芸
者№１の経験から真に幸せな人生とは
何かを講演いただきました。
　田中秀樹担当副委員長の司会で始ま
り、 会津至人さんの綱領朗読指針唱和
のあと会長挨拶、 尾関卓担当委員長の
趣旨説明につづき、千代里先生をお迎え
し講演となりました。
　会長は挨拶で「2019年の干支は己亥（
つちのとい）です。 己亥はエネルギーを
蓄積し来たる未来に準備をするという
年です。我々青年経済人としても金銭面
のみならず己を磨きスキルアップをして
来たる未来に備えようではありません
か。この青年部も様々な視点から見てく
れたら必ず各々に役立つと思います。今
年度も残り３か月となりましたが、更に
協力し合い義理人情の精神で結束を高
めていければと思う。」と言いました。

　どんなに地位やお金があってもそれだけでは幸せになれない！
身近な人とのコミュニケーションが上手にとれる人でなければ
幸せにはなれないのではないでしょうか。大事に思っていても伝
わらなければ意味がない。 千代里先生が華やかな花柳界での経
験から”幸せとは”を諭してくださいました。また、ご自身の人生
を振り返り生きていくうえで大切なことをはんなりとした関西
言葉で語ってくださいました。 何をしていいかわからなくなっ
た時、 出来る事をしましょう、挨拶をしましょう。 病が続いたと
き、身の周りを整頓しましょう、 掃除をしましょう。 恵を感じる
アンテナを育てましょう。 そうすれば嫌味なライバルも自分の
磨き砂と思えるのです。

▲

綱領朗読、会津至人さん▲



皆で集合写真。手前のお二人（尾関卓委員長、村井宏孝司会者）は、やりたい放題やったミソギとして土下座しております。

ALL懇　親　会
日時■2019年1月15日（火）　懇親会 21時30分～23時30分 場所■魚仙

　千代里先生も御参加頂きましていつもに増して華のある懇親
会となりました。 村井宏孝さん（右写真）の司会で始まり、 会長
挨拶の後、 澁谷直前会長のスローガン乾杯（左写真）で歓談へ。

　ブルーシートが魚仙に
敷かれます。 村井さんが
ちょんまげになります。
余興の始まりです。 今回
は二人羽織でお化粧を。
森隆志さん、 澁谷直前会
長、 田中弘一郎さんが厳
選な抽選の結果選ばれ、
各々のパートナーは立候
補により決まりました。
森さんには松野拓也さん、
澁谷さんには内田吉信さ
ん、 田中さんには永田監
事が。 途中千代里先生の
ご指導もあり、 見事美し
い舞妓はんに変身！
どうです？
笑えますよね。
下の写真でにらめっこ、
してみてください。執行部と先生 執行部② 総務渉外委員会

絶対こうなる 調子に乗っちゃって

研修親睦委員会交流結束委員会とゼッキー 研修親睦委員会②

地域活性委員会広報配信委員会 地域活性委員会②
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平成30年度
尾張七市商工会議所青年部合同事業
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日時■2019年1月23日（水） １部 式典17時30分～19時　２部 懇親会19時15分～20時50分
場所■尾張一宮駅前ビル（iビル）シビックホール7Ｆ

　140名が一堂に会し、式典はスタートしまし
た。開会宣言、歌斉唱、綱領朗読、指針唱和の後、
主管ＹＥＧである一宮ＹＥＧ会長の柴垣健一
氏より挨拶がありました。その後来賓として
お越しいただきました一宮商工会議所の豊島
会頭よりご祝辞をいただきました。
　今年度より尾張七市合同の事業となり（小
牧、春日井が新たに加わり）、 より広域での単
会間の交流を促進しＹＥＧ活動の発展を目指
します。
　各単会の会長が１年の活動報告を行い、 次
年度会長予定者が次年度の役員の発表を行い
ました。 そして最後に尾張七市商工会議所青
年部友好提携協定書調印式が行われました。
　次年度は江南ＹＥＧが主管で七市合同事業
が開催される予定です。

挨拶する柴垣氏▲

次年度会長予定者が次年度役員予定者を紹介▲

卒業生の為に皆で「乾杯」を絶唱▲

▲

祝辞をのべる豊島会頭▲

　式典に続き、同会場にて懇親
会が行われました。ゲストのジ
ャズバンドによるスタンダー
ド演奏に続き卒業式が行われ
ました。江南からは森隆志さん
が参加しました。すべらないス
ピーチの後ワインのフルボト
ルの男気呑み。 彼だけです、そ
こまでしたのは。 彼だけです、
あそこまで会場を沸かせたのは。
卒業おめでとうございます！
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七市合同事業に参加された方々…入川信夫、野中陽介、清水美朱、澁谷威是、内田吉信、北畑祐二、森隆志、桑山弘好、石原豊基、森泰志、山之城喜朗、
兼岩寛英、田中弘一郎、山田恭嗣、伊藤準、福田直樹、尾関卓、磯村聡将、多和田芳樹、鈴木篤志、髙田大覚、庄田圭介、原園猛（以上順不同、敬称略）



会員向け事業所PR

【営業時間】6：00～0：00　【定休日】年中無休

〒491-0827 一宮市三ツ井７丁目２番３５
TEL 0586-81-8083　FAX 0586-81-8084
営業時間 9：00～18：00 不定休

自動車事故、修理、故障、買い替え等
お車の事は何でもご相談下さい。

自動車鈑金塗装

修理新車

中古車販売

トップ・ロード株式
会社

知らない人も多いと思いますが…

です。田﨑健一郎
です。

永田広光のガチ先輩の

田﨑健一郎

江南ＹＥＧなう。

2019江南ＹＥＧ広報誌２月号担当　日置公裕/桑山弘好

第48回通常会員総会及び
卒業生を送る会（卒業式）

QRコード　ＰＯＰ

●2019/3/19(tus.)
　総会 19：00～20：00　■江南商工会館１Ｆホール
　卒業生を送る会 20：20～22：20　■味の魚仙 5,000円

議案　１）2019年度事業計画（案）の件
　　　２）2019年度収支予算（案）の件

※服装は、ジャケット・ネクタイ着用でお願い致します。
　総会は定刻を過ぎますと会場封鎖しますのでご注意下さい。
※準備の都合上3/5までに必ず出欠席を事務局までご連絡願います。
　御欠席の場合は委任状を提出してください。
※3/11以降、卒業式をキャンセルされる場合は登録料をご負担頂き
ますのでご了承ください。

左記のようなポップのデータを各事業所
へメール送信致しました。是非目立つとこ
ろに掲示して頂きまして江南商工会議所
青年部に所属している事業所であること
をアピールいたしましょう。
また江南ＹＥＧの活動を広く知っていただ
くことで、青年部の会員キープ100にもつ
なげていきましょう。

①江南ＹＥＧの中では誰が一番イケメンですか？
入川信夫・・・6票
永井敦基・・・3票
森　隆志・・・3票
福田直樹・・・2票

以下１票の方々です。
　田代真也、 桑山弘好、 北畑祐二、 坪内義延、 内田吉信、 永田広光、
林晃司、 磯村聡将、 中村將人、 庄田圭介、 伊藤準、 松野拓也、 ハゲ。
番外1票↓
　「でも原園くん、”これ”（活字に出来ません）上手いですよ！」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

B

③罰ゲームです。相手の顔に墨を塗ることになりました。
　さて、あなたは最初にどの部分を塗りますか？

Ａ. おでこ（35.7％）
Ｂ. 鼻（35.7％）
Ｃ. 口（21.4％）
Ｄ. 目（7.2％）
Ｅ. ほほ（7.2％）
Ｆ. あご（7.2％）

（全体的に下向き但し業種による、
　差が大きくなる）

Ａ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｂ

Ｃ

②2019年、景気の展望は？
Ａ. 上向く（41％）

Ｂ. 下向く（18％）

Ｃ. 現状維持（36％）

Ｄ. その他（5％）
ＡＣ

B

Ａ. 性的関心度はあまり強くないようです。特に相手が年上であればあるほど弱い
です。ただ、あなたのほうが年上だったり、上の立場になった時は強くなります。

Ｂ. 性的関心度はとても強いです。そして、あなた自身は強引に強く迫られると、
相手のいいなりになってしまう可能性が。。相手がどんな人であるのか、その人柄
や性格を見抜く練習をいつもしておくべきでしょう。

Ｃ. 性愛の関心度はとても強いです。それもあなたのほうから積極的に行動してい
くことになります。「好き＝結婚」という考え方をしやすいから自分がすきになる
とチャンスを自ずからつくります。しかし嫌いになるとすぐに「さようなら」。
相手にふりまわされます。

Ｄ. 性的関心度はバラツキがあります。好みのタイプがはっきりしているし、好き
な人とはひと目ぼれで結ばれやすい。きらいな人には、相手があなたのことが大
好きでも完全無視。まわりがハラハラするような交際をする人です。

Ｅ．性的関心はものすごく強いけど、平静を装うのが得意です。年上の人や恋人が
いる異性にあこがれる傾向があるので、行動は慎重にしましょう。

Ｆ．セックスへの関心はあまり強くないようです。でも相手がお金持ちで、なんで
も買ってくれたり、ごちそうしてくれる人には、非常に弱いです。この点を注意し
てください。少し打算的なところがある人です。

解答

尾関　卓・・・2票
小松文祐・・・2票
原園　猛・・・2票

Ｄ
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