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桜の中央公園と天覧山

インスピレーションになろう
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「想いを繋ぎ 地域と国の発展に奉仕する」
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島田会長
手に手つないで
小谷野大典様

四つのテスト

【会長報告】
平成最後の例会となりました。バブルがは
じけ、冷戦が終了、戦争は無かったのですが、
たくさんの災害がありました。振り返って、
経済が難しい３１年間だったかなと思います。
今日は是非にとお願いして、会議所青年部
の会長より卓話を頂きます。現在、
ＪＣ３６名、
青年部６８名、ＲＣ６０名、ＬＣ３６名。今年度
「市内の奉仕団体との交流」
も目標としており
本日、
小谷野会長からいろいろ教わり、
私達も
青年部についてよく理解し、
ＲＣの事も理解し
て頂くような場になればと考えております。
６月の
「引き継ぎ例会」
のたたき台として役
員・委員長にアンケートをお願いしました。
５／８締切です。よろしくお願いします。
【幹事報告】
第１２回理事会５／８までにアンケートの
回答を私にＦＡＸしてください。中里（昌）会員
よりホールインワン記念を頂いております。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
・５／２１（火） 定款により例会取止め
・６／１１（火） 移動例会 ホタル鑑賞会
・６／２５（火） 移動例会 最終夜間例会
「パークホテル」
◇入間南ＲＣ
・５／２８（火） 親睦旅行
（２６～２８）
に振替
・６／４（火） 親睦旅行
（２６～２８）
に振替
・６／２５（火） 夜間例会１８：３０点鐘 新旧役員
慰労会
「焼肉美和濃」
（例会場変更）

【委員会報告】
◎次年度幹事
中里（忠）君
２７日まで座談会を行っています。欠席の
無いようによろしくお願い致します。
◎商工会議所
吉田（行）君
金子副会頭からの依頼でご案内します。
「ヒゲの隊長」こと佐藤外務副大臣の講演会
（市民会館）
が５／１５開催されます。ご興味の
ある方は是非よろしくお願いします。
◎雑誌委員会
坂本君
「ロータリーの友 ４月号」横組Ｐ７、特集
「命の重み、感じてますか？」昨年、
日本の自殺
者は２０，
５９８人で世界トップ。人との触れ合
い、
関わり等、是非お読みください。縦組Ｐ１８、
（卓話の泉）
「高速道路のマメ知識」
ＳＡのＰ枠
が斜めなのは逆走防止の意味もあるそうです。
◎大野（正）会員よりご会葬御礼
【出席報告】無届欠席０

鈴木出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
※

【Ｍ
Ｕ】
３／１５（日高）矢島（高）君
４／１８（入間）沢辺君
４／２３（日高）前島君

※地区大会全員登録の為

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・小谷野大典様、本日は卓話よろしくお願い
致します。
中里（昌）君、矢島（巌）君
小谷野君、吉田（行）君、髙橋君、本橋君
福島君、市川君

・誕生日お祝い有難うございます。 沢辺君
・入会記念お祝い有難うございました。髙橋君
・中里昌平様、ホールインワンおめでとうご
ざいます。
大木君、大附君、矢島（巌）君
・商店街のゴルフコンペで優勝しました。
鈴木君
・早退します。
和泉君、土屋（良）君
大野（康）君、本橋君
本日計２２，
０００円、累計額８６７，
００１円。
◎８日例会当番は伊澤、神田（康）会員です。
【卓
話】
講師紹介

福島プログラム委員長

飯能商工会議所青年部のこれから
～現在の活動と将来の方向性～
飯能商工会議所青年部 会長

小谷野 大典 様

●ＹＥＧ
（Young Entrepreneurs Group）
２０１９年度の会長を務めさせて頂いており
ます、
（株）小谷野水道設備の小谷野です。これ
からの青年部の活動を理解して頂き、ご協力
を頂きたく、卓話を受けさせて頂きました。
公益社団法人青年会議所
（ＪＣ）
と比べ、商工会
議所青年部
（ＹＥＧ）
は影が薄いため、
軽く説明
をさせて頂きます。違いの１つは年令制限。
ＪＣは２０～４０才ですが、
ＹＥＧには下の年令
制限が無く、上限は各市町村で異なります。
飯能は５０才、所沢は４８、上尾は４５。役職任期
はＪＣは１年、ＹＥＧは２年、
３年と自由です。
ＪＣは「修練・奉仕・友情」の信条の下、ボラン
ティア活動等、よい社会づくりを目指してい
ますが、ＹＥＧは「自分の企業が潤っていなけ
れば地域の活性は成らない。まずは商売だ」
と
いう事を念頭に活動しています。６８名で今
年度はスタート。去年から飯能ＹＥＧは「埼玉
県商工会青年部連合会（１４単会：１７２８名）
」
「関東ブロック商工会議所青年部連合会」
「日
本商工会議所青年部（４１８単会：３４０００名）
」
の、３つの連合団体に所属しました。
●２０１９年度 飯能ＹＥＧの活動
委員会は「雇用推進」
「地域活性」
「会員交流」
「総務広報」
の４つで構成されています。
去年立ち上げた
「雇用推進委員会」
は昨年、
市内高校新卒者、
駿大生、
日高高校生を対象に
第１回
「合同企業説明会」
を開催しました。今
年は第２回を
「ジョブフェア飯能２０１９」
として
５／２９に行います。
地元の子達が地元に就職
する、また、
「学生を受け入れる態勢が整った
企業なのかどうか」を自らが見つめ直す機会
にもなっています。
この活動が発展し、
飯能に
家庭を持ち、
子どもを産んで頂き、
人口が増え
るようになればいいなと思っております。
「地域活性委員会」では毎年「飯能まつり」に
「特別桟敷席」
を設けています。
ＹＥＧは交流がメインで、それを主として
行うのが
「会員交流委員会」
です。親会のゴル
フコンペ等の取りまとめや、会員交流の場の
設営を行っています。
「総務広報委員会」は各総会やＨＰ等の運営
を行っています。
委員会や全体の事業に参加される人が限ら
れている状況で、最も参加数の多い総会でも
６８％
（４／１８）
の参加率でした。出席率を何
とか上げたい、皆でやりたいという思いを基
に、本年度よりスローガンを設けました。

“Ｏｎｅ ｆｏｒ ａｌｌ
Ａｌｌ ｆｏｒ ｏｎｅ”
（一人はみんなのために
みんなで一つを成し遂げ
るために）
昨年参加した会長研修
会
（帯広）
で、帯広の副会
頭のお話の中にあった言
葉です。私はラグビーも
好きで言葉は知っていた
のですが、
「みんなは一人
のために」だと思っていました。ところが「み
んなで一つの勝利を掴むために」という意味
だとの事で、それを「成し遂げる」としました。
最初は一寸恥ずかしいのですが、皆で頑張っ
ていこうと、
事ある毎に唱和しています。
明確な数値目標を３つ掲げさせて頂きまし
た。
「会員数１００名」
「新年総会の出席率１００
％」
「連合会事業の延べ登録者数１００名」
。５
年後の２０２４年には、県連の２大大会の１つ
「ヤングリーダー研修会 飯能大会」
が予定さ
れており、県内のＹＥＧ会員約５００名が一堂
に会します。現在の主な理事メンバーが居な
くなる中で、今から会員の増強と意識改革を
していかなければなりません。ハードルは高
いですが、
「３つの１００」の目標の達成を目指
したいと思っています。
●ＹＥＧの可能性
・地域のために活動している多数の団体の連携促進
私は水道事業業界の団体にも所属していま
すが、飯能ＪＣ、商店街連盟、消防団関連等、そ
れぞれが同じ方向を向けていないのではない
か。同じベクトルで向かえば凄い力が発生す
ると思います。その連携をＹＥＧが取れない
か、
少しずつでもやっていきたいと思います。
・迅速かつ柔軟な発想でチャレンジ出来る事業活動
飯能ＹＥＧは、誰かが良い事を言うとすぐ
皆が動く、風通しのいい団体だと思っていま
す。失敗も多いですが、めげずに「雇用推進」
等、頑張っています。
「飯能まつり」には、工事
で設置出来ない桟敷席に代わる大胆な企画を
しています。許可が下りた際にはＯＢや皆様に
お力添えをお願いする事になると思います。
・政策提言への取り組み
商工会議所を立ち上げた渋沢栄一の一番の
望みだと思います。親会に倣って我々も取り
組みたい。親会、関係省庁、他団体のお力を
借りながら進めていきたい。
・入っただけで得をする会
「入っただけで得をする」これが一番いいな
と思っています。語弊があるかもしれません
が、飯能市は一小・西中のまち。精明地区、
市街地の外の地区
（の人）
はまちに対して関係
を持ちにくい環境にあるように思います。私
は８年前にＹＥＧに入会したのですが、
入会し
た事で、メンバーだけでなくＯＢ、親会の役員
の方々との交流が出来、
人脈が繋がりました。
４０過ぎて友達に会う機会はなかなか少ない
中、
「こいつだったら一生付き合えるだろう」
と思える仲間が出来る。そんな会だと思って
おります。
「ＹＥＧは、人数は増えたが中身が
伴っていない」との声もあります。少しずつ
ですが「あ、一寸変わってきたんじゃな
い？」という声が上がるよう皆で頑張ってい
きたいと思いますので、温かい目で見守って
ください。また、多々ご尽力ご協力を頂く事
もあると思いますので是非ともよろしくお願
い致します。

