
日時 ２０２１年５月１８日（火）
１９時００分～２０時００分

場所 Ｚoom（ハブ会場：商工会館 １階 大ホール）

広報

～演台からの撮影～ ～演台に向かっての撮影～

演台に向けてのカメラ

Zoom画面

事務局
司会

スタッフ

演台撮影画面兼Zoom画面

プロジェクター

今回の通常会員総会は
初のリモート開催となり、
江南YEGの歴史的な一歩と
なりました。
里山委員長、総務委員会の
皆さんお疲れさまでした。
ありがとうございました。



日時 ２０２１年６月１５日（火）
１９時００分～２１時００分

場所 Ｚoom（ハブ会場：商工会館 １階 大ホール）

総会を参考に少しアップデート

演台とカメラとZoom画面を
緊密にして映像と音声をクリアに

小松さん勇退！！

会長から記念品が贈られました。

リモートでの例会開催でしたが、
YEGメンバー、事務局、広報委員
会メンバーのおかげで滞りなく終
えることができました。
ありがとうございました！

長年にわたって江南YEGを支えてきた
事務局の小松さんが担当を退き小畑
さんにバトンが引継がれました。
YEGメンバーから愛されていたため
名残惜しいですが、時間がある時は
オリーブでお茶でもしましょう！！

第１部 春日井YEG
県連研修委員会の鈴木委員長
によるAT講習
第２部 杉田圭一氏による講演
テーマ「SNSひとりでできるもん」



日時 ２０２１年７月２０日（火）
１９時００分～２１時００分

場所 商工会館 １階 大ホール

テーマ「空の産業革命による新
時代、ドローンを学ぶ！！！」
飛行技術、飛行することによる
法規制、権利関係、リスク等
ドローン関連事業の広がりを創
造しビジネス展開、経営スキルを磨
く一助にしていただきたい。
中山委員長からの趣旨説明

RE：フライトコンサルティング
新入会員の尾関健さん
からの突っ込んだ質問

営業内容
・ドローンの飛行アドバイス
・ドローンの許認可に関する
アドバイス

永井会長と吉田淳先生とドローン

誰もが疑問に思って
いるドローンのあれこれ
を教えていただきました。
中山委員長、ビジネ
ス研修委員会の皆さん、
お疲れ様でした。

ビジネス研修委員会
中山委員長



会長挨拶
2021年度会長 永井 敦基

4月から本年度がスタートして約半年が過ぎよう
としております。
YEGは「自己研鑽」と「交流」の場を提供する団
体でありますが、昨年度から引き続き本年度もこ
の半年間、「交流」を目的とした事業をまったく
行うことができておりませんでした。
しかし、猛威を振るった新型コロナウィルス第5波
もようやく沈静化しつつあり、ウィズコロナとし
て慎重にではありますが、経済活動も動きつつあ
りますので、江南YEGとしても本年度残り半年間、
可能な限りではありますが、会として活気に満ち、
活力にあふれた組織を目指していきたいと思ってお
ります。
魅力ある活動を継続するためには、メンバー間の交
流が欠かせません。
会員の皆様も生活の中でのＹＥＧの優先順位をほん
の少し上げていただいて、これからの未来を信じて
共に歩を進めてまいりましょう。

日時 ２０２１年１１月１６日（火）
１９時００分～２０時００分（受付：１８時３０分～）

場所 ・通常開催時 江南商工会議所 １階 ホール
・感染状況ステージ３以上 Ｚoom開催
・食事会 ２１時０５分～２２時１０分

※準備の都合上、１１月８日（土）までに必ず出欠席のご回答を
事務局小畑までご連絡願います。
ご欠席の場合は、委任状欄に署名捺印し、返信をお願い致します。

日時 ２０２１年１０月３０日（土）
８時４５分 江南商工会館集合・出発
１０時００分～１７時００分（開会式～閉会式）９時３０分受付開始

場所 ソフトボール大会 奥町公園ソフトボール場
一宮市奥町字宮郭３２番地

※ 持ち物：ＹＥＧマスク、ＹＥＧポロシャツ、運動できる靴
（金属製スパイク不可）、試合に出る場合はグローブ



2021年度　江南商工会議所青年部「一歩前へ」取材事業

広報委員会
日時 2021年9月3日 16時～
場所 １Place　cafe
取材協力 1PlaceCafe 代表取締役 田浦　慎也
取材・聞き手 兼岩　寛英
記録・撮影 尾関 宏仁

兼 岩 いつ頃お店をオープンされましたか？
田 浦 2020年９月にオープンしました。ちょうど１周年になります。

兼 岩 出身が岡崎でありながらオープンする場所を
江南市に選んだ理由は？

田 浦 カフェに適した立地を探していました。商業施設も近くにあり、同業種の成功例も見受けられ、
ココだ！と思い直観で決めた場所が現在営業している所で、そこが江南の地でした。

兼 岩 独立開業を決意し、初事業地を江南に選ばれオープン。
江南市民はもとより商工会議所としても新しい風が入ってきた感があり、メンバーも喜んでいる
と思います。

兼 岩 独立しようとしたきっかけはなんですか？
田 浦 前職はブライダルの仕事をしており、人の喜ぶ姿を見ることは好きでした。

自分の周りに経営者がいまして、その姿に刺激を受け「面白そう！」と感じました。
独立するなら直（じか）に人が喜んでもらえる事業、もちろん責任はついてきますが、
カフェ経営にワクワクを感じたので、開業を決意しました。



兼 岩 独立開業して嬉しかったことは何ですか？
田 浦 店として売上達成するだけではなく、

外から見ると華やかで楽しそうに見えて
厳しい仕事だということを分かった上で、
今後も私達と一緒に仕事がしたいとアルバイト
スタッフから社員になってくれたことが嬉しかった
です。

兼 岩 短期間にパッと稼いで辞めたいと考えますか？
長くやっていきたいですか？

田 浦 １Place Cafeを他地区にも出店し、
自分の想いを伝え広げていきたいと思っています。
１Place Cafeブランドが地域に根付くCafeとし
て辛抱強く長く続くCafeにしていきたいという願望
があります。

兼 岩 新たな1歩を踏み出せた理由・大切にしている教訓・言葉などありますか？
田 浦 私は先が見えるようで見えない方がワクワク（ヒリヒリ）します。

願ったら叶うもので・・ワクワクする事業に出会い１歩を踏み出しました。
「迷ったら自分がワクワク・楽しい道」を選択する」ようにしています。
何が正解かは分からず迷った時は・・・ワクワクを選んだ方がうまくいくと思っています♪

1Place Cafeとしては店舗を増やしたいと思っています。
2年以内に次店舗、５年以内に３店舗にしたいです。



2021年度　江南商工会議所青年部「一歩前へ」取材事業

広報委員会
日時 2021年10月6日 12時～
場所 炭火焼き鳥　ワタリドリ
取材協力 炭火焼き鳥　ワタリドリ 代表取締役 永冶朋之 
取材・聞き手 青山 英明
記録・撮影 大脇 将徳

青山 いつ頃お店をオープンされましたか？
永冶 2018年12月　ワタリドリがオープン。

店長として勤務してまして2020年4月より新
オーナーとして独立開業を決意し今に至ります。
今でも前の名残りでお客さんには店長と呼ばれ
ています。（笑）

青山 永冶さんは江南市出身ですか？
永冶 恵那市出身で江南には縁がありませんでした（笑）

前のオーナーが江南でお店を出し当時店長として
私が任されることになりました。

青山 ちょうどコロナ禍ピークにオーナーとして独立された
んですね。

永冶 大変な時期に独立した方が力になると思い、
決断しました。いろいろ周りの方に助けられながら頑張っています。

青山 今の仕事との出会い、仕事をはじめたいきさつを教えてください。
永冶 初就職先がすし店でした。そこの先輩に焼き鳥屋に連れて行ってもらいました。

当時20歳くらいだったので、どこか大人の聖域のような店の雰囲気に魅了されて・・・
いつか自分でもお店を開きたいと思うようになりました。
そう思っていた時に前のオーナーと出会い、想いを伝えましたら「独立するまで鍛えてやる。」と
応援してもらうこととなりました。
もともと子どもの頃、父子家庭に育ち１人で過ごすことが多く、料理番組を見て自分で
簡単な料理をしていました。料理することが楽しかったし、美味しいと言って喜んでもらうことに
幸せを感じることに気づきました。
自分が楽しいと思うことをお金をもらってやれるのだから
本気で好きなことを全力でお客さんに伝えようと思いました。



青山 独立を決断し、一歩前へ踏み出せたのはなぜ
ですか？

永冶 店長時代に前オーナーへ「これから先独立したい！
だけど経験も少ないし正直怖い・・・」と弱音をはい
たら「自分の給料が出せない時は俺が支えてやる。」
と後押しする言葉をもらいました。
その言葉が心の支えとなり、心のブレーキがはずれ
一歩踏み出すことができました。
何ごとも自分で体験したいという好奇心も強くて・・

青山 前オーナーとの出会いが大きかったんですね。
永冶 前オーナーには本当に感謝しています。

ワタリドリの由来も前オーナーが自分のためにここから世間を渡っていけるようにと命名してくれ
ました。恩返しの意味でも成功して前オーナーを喜ばせたいと思っています。

青山 大切にしている教訓や好きな言葉はなんですか？
永冶 月並みではありますが、「ありがとう。感謝。」です。

助けてくれる人、つながってくれる人、親やお客さん、
すごく実感しています。

青山 最後にPRをお願いします。
永冶 気取らず、誰でもフラっと立ち寄れる・自由で解放感

のある雰囲気づくりをしています。
やきとり、日本酒をメインで提供しています。
中でも特にレバーがおすすめで
『外はカリッと中はフンワリ』
『レバー嫌いな人の価値観を変えるお店！』
常においしいレバーをご用意しています。
是非お越しください。

青山 美味しい焼き鳥は内柔外剛なんですね。カッコいい人間とは逆ですね。（笑）
永冶 そうですね。（笑）



①「動かない鳥ハシビロコウよ、
私は一足先に一歩前へ踏み出すと決めたよ。」 ②犬神家ポーズを取るぞ！　一歩前へ！」

③「じりじりと一歩前へ」 ④「一歩よこへ」

⑤「いっぽ（ん）前へ」 ⑥「未来の希望新成人！～一歩前へ～」

フォトコンテスト「一歩前へ」中間報告



⑦「人の人生は重荷を負いて遠き道 ⑧「減量に向かって一歩前へ」
をゆくがごとし」

⑨「とにかく前へ、出ることしか考えて ⑩「いつか、一歩前へ。。。無理か」
まへーん」

⑪「一車体前へ」 ⑫「ここは、一歩さがれ。。。」



⑬「ネコちゃん一歩前へ」


