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　会長挨拶　会長挨拶

会長所信　会長所信　

２０１８年度会長

　
　

入川　信夫

　２０１８年度、江南商工会議所青
年部（以下江南YEG）会長を拝命致
しました入川　信夫です、どうぞ宜
しくお願い致します。
皆様には日頃より江南YEGの活動に
対し、格別のご理解とご協力頂いて
おります事心よりお礼申し上げます。
　さて、江南YEGは今年度で２４年
目、来年度は２５年という節目の年
を迎えます。これも諸先輩方が築い
てこられた礎があるからこそ今現役
メンバーである我々が活動出来てい

ます。
　ではYEGの活動目的とは何か？その内
の１つとして仲間と共に創意と工夫、勇
気と情熱を用いて地域の活性化を図り、
豊かで住みよい郷土づくりに貢献するこ
とです。
　２０１８年度は「義理人情」のスロー
ガンの基、人と人が繋がり互いを思い助
け合いメンバー同士の結束力を更に高め
ることで、江南YEGとして地域の支えと
なる組織づくりを目指してまいります。

　

　みなさんは江南 YEG にどのような経緯で入会され
たのでしょうか。同業種や異業種の広がりを求めた方
もみえると思います。ですが大半の方はお世話になっ
た方から誘われたから・・・誘った人が困っていたか
ら・・・ではないでしょうか。
　例会や事業があれば必ず担当委員会は良いものにし
ようと切磋琢磨しています。組織の為に一生懸命にな
ってくれている仲間の力になるのは、その例会や事業
に参加する事だと思います。互いがそうした助け合う
心を持つ事で更なる結束が生まれます。
　更に広い地域を支える青年経済人の先導者になるの
は一人ではハードルの高い事ですが、お互い協力し合
い集まり組織で臨めば決して成しえない事ではないは
ずです。
　現在江南 YEG の会員は１００名超を継続していま
す。この出会いの中にはまだ発掘出来ていない本当の
仲間がいると思います。その仲間を発掘する為にはま
ず自分の事を知ってもらい、相手の事を知ろうとする

事が大切です。委員会や例会で会えば話し合い、交
流を重ねれば必ずその仲間を見つける事が出来るし、
ビジネスチャンスも広がります。また、１００名い
れば当然１００通りの考え方があり、その１００通
りの考え方を聞き知識を増やす事は自分達の人生に
おいて決して邪魔になる事は無くスキルアップにも
繋がります。
　２０１８年度江南YEGは昨年度江南YEGが取り
組んできた先輩方とふれあう流れを継承しつつ、

〝義理欠くことなかれ、情忘れることなかれ〝

を念頭に置き、今一度立ち止まり足元を固め更に結
束力を高めると共に、江南 YEG の会員であるから
こそ経験出来る YEG 活動にメンバー自身が参加し
たくなる様な事業展開を心掛けてまいります。
　会員の皆様におかれましては、積極的な御参画と
御協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

義理人情
～一人は皆の為に、皆は一人の為に～
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第46回 通常会員総会
日時■2018年3月20日（火）　総会 18時～18時50分

2017年度最後の例会、第46回通常総会・卒業式が開催されました。
　第１号議案 江南商工会議所青年部規則第21条変更について
　第２号議案 2018年度事業計画（案）について
　第３号議案 2018年度収支予算（案）について
上記議案がすべて承認されました。
会長バッジ授与式が行われ、2017年度澁谷会長から2018年度入川
会長へ引継ぎがれました。

2017年度年間100％表彰が行われました。ご覧ください、精鋭たち
の雄姿を。写真には写っておりませんが、伊藤準さんも表彰され
ております。

　2017年度総務・渉外委員会
委員長　林晃司さん
2018年度最初の例会の案内
をする交流結束委員会委員長
中西達郎さん

　2017年度最後の所見磯村聡将
監事（左）と船戸徳仁監事（右）

来賓として江南商工会
議所会頭松永金次郎様
にご臨席賜り、ご挨拶
を頂戴しました。
磯村監事の所見のとき
のしぶいお顔が忘れら
れません。

場所■江南商工会館１階ホール
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2017年度  卒 業 式
日時■2018年3月20日（火）　卒業式 19時10分～21時 場所■江南商工会館１階ホール

左から浅井真一郎さん、今井健吾さん、洞地政秀さん、中村　寛さん、鈴木克彦さん、唐澤　淳さん、岡本健一さん以上7名の卒業生の皆さん

卒業生７名全員のご出席のもと、盛大に卒業式が行われました。
澁谷会長から卒業生へのお言葉、2017年度の各委員長への手紙朗読
の後、三輪直前会長による乾杯。

余興ではハプニング、突如指名されステージへ・・・・・。Ｋ田桑助と澁谷会
長の豪華コラボで会場は大いに盛り上がりました。桑田佳祐の『手紙』と
いう曲を即興で替歌に。 “江南ＹＥＧあるある”のネタ満載の感動の名場面。

会長から卒業生に記念
品が贈呈されました。
奥村さんが浅井さんに、
牛垣さんが今井さんに、
入川さんが唐澤さんに、
永田さんが鈴木さんに、
幅さん（OB）が中村さんに、
原園さんが洞地さんに、
林本さんが岡本さんに、
贈る言葉を披露し大き
な盃を傾けました。

ＯＢ、ＯＧの方 も々
多数ご臨席賜りま
した。
食事は卒業生の
浅井さん（天錦）、
岡本さん（ファミリ
ーマート）、鈴木さ
ん（とりせん亀吉）
と贅沢な組合せ
で見た目もお腹も
満たされました。
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(株)アイチレッカー江南

車のトラブル
対応

車のトラブル
対応365日

ｈ24

●バイク～大型トラック すべての車両
●各種保険会社提携
●全国どこでもかけつけます

まずはお気軽に
お問合せ下さい
山之城 喜朗

0587-81-7530TEL FAX 0587-81-7531

一般社団法人 つまみ華細工協会

＊２０１８年度より生花の胡蝶蘭、観葉植物のご注文も
　賜っております。お花のご相談はぜひ清水まで♪

代表理事長　清水　美朱
江南市村久野町中郷280番地

090-6647-4120
〒483-8313

http://atelier-yuu.wixsite.com/atelier-yuu
m.s-0920@outlook.jp

営業時間 AM10:00~(完全予約制)

日本古来のちりめん布を伝統の技法で制作していく『つまみ
細工』とフラワーアレンジメントを組み合わせた独自の作品
を創り出しています。フラワーアレンジメントの制作・販売
と講師資格取得を目指したレッスンも開校しております。
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江南ＹＥＧなう。

募集

次回例会案内

2018江南ＹＥＧ広報誌4月号担当 中村耕司/日置公裕/桑山弘好

①もし7億円の宝くじに当たったら、あなたは仕事をどうしますか？
2018年度江南ＹＥＧホームページを開設いたしました。

●インスタグラム掲載の写真を募集しています。
「みんなの知らない江南市」をテーマに広く江南に少しでも関係する
写真をどしどしお送りください。
●広報誌の「会員向けPR」に掲載希望の方を募集しています。
●広報誌の「江南ＹＥＧなう。」のアンケートを募集しています。

●2018/5/21(mon)　
　第47回通常会員総会 
　■19：00～19：50　■江南商工会館１Ｆ ホール
　懇親会
　■20:10~22：10　■味の魚仙　登録料５，０００円

※広報配信委員メンバーに御申出下さい。

是非ご覧下さい。
http://www.konan-yeg.com/

A. 今まで通り続ける
B. 辞める
C. 誰かに任せる
D. その他
すぐやめる/新事業をやる/無理なく
仕事を続ける/自分のペースでやる

A. 別れる
B. 許す
C. プレゼント等をもらって許す
D. その他
すねる/自分もやる/話し合いをして
今後を考える/同じスタンスになる/
お互い様だから許す/浮気する/
興奮します

A. 掲示したい
B. 掲示したくない
C. 皆が掲示するなら掲示したい
D. その他
やれというならやります/いい/
興味ない

②パートナーから「実は過去に浮気をしていた」と告白されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　あなたはどうしますか？

③江南ＹＥＧの例会会場で社業のＰＲ掲示が出来たらあなたは？

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

ホームページ開設

会員向け事業所PR
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