
　日本国内で最初の新型コロナウイルス感染が確認
されてから1年数ヶ月が経過しました。当初はいろ
んな意味で楽観的な雰囲気もありましたが、月日が
経つごとにこの目に見えない未知のウイルスの高い
感染力と繰り返される感染の波に翻弄され、私たち
のライフスタイルや働き方などの急激な変化を余儀
なくされました。例えば、テレワークやWeb会議等
の利用は新型コロナに関係なく時代の流れで「その
うち起こる変化」のはずだったわけですが、それら
の仕組みがこの１年で急速に発達したのです。我々
はこの急激な変化に取り残されず環境に適応できる
柔軟性を持って取り組んでいかなければなりません。
　そこで、令和３年度スローガンを「適応力～新た
な時代での挑戦と進化～」としました。
　「戦前・戦後」という言葉が使われますが、今は「コ
ロナ前・コロナ後」というキーワードをよく耳にす
るようになりました。戦争に匹敵する程大きく時代
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が変化しているこの最中に、我々はどうしたら活動
を続けられるのか。生活のため、大切な人のため、
地域のために、時代に適応していくにはどうしたら
よいのか。真剣に考え創意工夫をして、福江ＹＥＧ
と会員事業所双方が更なる進化を遂げられるよう全
会員で挑戦していきたいと思っています。
　また、令和３年度は組織改革を実施し、委員会の
数を新たに２つ設置しました。いずれも地域の未来
を見据えた活動に更に力を入れることを目的とした
委員会です。目先のことだけではなくこの地域の未
来（子供たち）のために少しでも次の種を蒔いてお
くことも我々の務めであると考えたからです。
　これまでの福江ＹＥＧの伝統の継承と新たな挑戦、
それら活動を全会員が協力し合い実施することで得
られる仲間としての意識と経験値や達成感。福江Ｙ
ＥＧに所属する意味はここにあります。
　新型コロナの終息はまだ見えず、計画通りに進ま
ない状況もまだまだ続くでしょう。しかし、先ずは
計画しないと何もできません。どうしたらこの時代
に適応できるか一緒にアイデアを出し合い工夫しな
がら前向きに取り組んで参りたいと考えております。
　ご協力賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げま
す。
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令和３年度定期総会報告
　４月17日（土）、令和３年
度福江商工会議所青年部定期
総会が開催されました。本来
は会員が一堂に会しての総会
となる予定でしたが、新型コ
ロナウイルスの感染状況を考
慮し、初のＷＥＢ開催となり
ました。今までと異なる形式
での総会でしたが、滞りなく
新年度計画について８議案が
承認されました。田中新会長
のもと、新時代への適応力を
もって新たな年度のスタート
を切る、非常に有意義な会と
なりました。



います。
　昨年に引き続き2回目の副会長となります。しっ
かり学び吸収しながら浦副会長、都々木副会長とと
もに協力し田中会長をしっかり補佐できるように努
力していきたいと思います。

副 会 長　浦　雄介
（事業・地域未来委員会担当）
　本年度、副会長を務めます浦です。事
業委員会と新たに設置された地域未来委

員会を担当させて頂きます。コロナ禍の今、世情の
影響を強く受ける両委員会であるため事業が本当に
できるのか不安を抱いて計画・準備を進めるのは大
変辛く、計画・結果が一対となる委員会において委
員長の心労は大変なものです。担当副会長として少
しでも委員長に寄り添ってサポートしていき、人事
を尽くして天命を待ちたいと考えます。新型コロナ
ウイルスの脅威が治まる気配はありませんが、その
中で活路を見出し、コロナに負けない適応力をもっ
て挑戦と進化の１年としたいものです。

副 会 長　都々木　真一
（広報・例会委員会担当）
　新型コロナウイルス感染症の影響を受
け異例の形でスタートした昨年度から一

年が経ち、今年度に入ってもまだ我々の仕事や私生
活においてその影響を強く感じているところです。
　いつになったら元の生活に戻れるのだろうか？そ
もそも元の生活に戻れるのだろうか？
　そんな日々不安ばかりが膨らんでいく状況の中で
あっても、福江ＹＥＧメンバーの多様性から生まれ
る「適応力」を信じ、元気な魅力ある五島の街と輝
く未来を掴みとれるよう、副会長として田中会長を
少しでも支えていければと思っております。どうぞ
一年間よろしくお願いします。

総務委員会
委員長　増山　勲章
　令和３年度は新型コロナウイルス第四
波ともいわれている影響を受け、気持ち

の良いスタートとは言えない始まりとなりました。
しかし、その中でも総務委員会として、オンライン
の活用等、コロナ時代に対し適応していくための策
を、今年度はもっと模索しながら進めていきたいと
考えております。
　「コロナだからいい、コロナだからやめとこう」
ではなく、ＹＥＧ活動において、会員皆様の前向き
な意見を発信できる場としての役員会、総会が出来
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直前会長　角川　一幸
　今年度、直前会長と会員拡大委員長を
兼任させていただきます角川一幸です。
昨年度は皆様の多大なるご協力を頂き何

とか会長職を務めさせていただきました。誠にあり
がとうございました。
　昨年度のコロナ禍においては様々なＹＥＧ活動が
制限され、中止となり、ならばと代替事業を展開す
る一年を経験してきました。その中で体得した、諦
めないこと・別視点からの発想力・情報交換力を駆
使して、当会・会員事業所・郷土が発展する一助と
なれるよう尽力したいと思います。
　会員拡大委員会としては新規入会者目標７名をと
考えています。私も含め51年組７名がラストイヤー
です。何とかして成し遂げます。皆様、ご協力よろ
しくお願い致します。

監　　事　網本　雅之
　今年度、監事をさせていただくことに
なりました網本です。監事の仕事は初め
てで、監事として何ができるのか、又、

監事とは何をしていかないといけないのか、全てが
手探り状態ではありますが青年部活動がスムーズに
進行できるように自分のもっている経験・知識を活
用し、より良い青年部活動ができるようにサポート
していきたいと思います。皆様、どうぞ宜しくお願
い致します。

監　　事　田中　秀和
　監事は「法人・団体の保有財産及び理
事の業務執行状況を監査する機関又は役
職」（Wikipedia）とされています。私に

は本青年部における執行役員の経験がございません
ので団体としてあるべき姿をイメージすることが困
難ではありますが、「団体の成長」を監事としての
テーマに据え、昨年度よりも本年度、本年度よりも
来年度の成長につながる運営が行われているかを監
査したいと考えております。

副 会 長　有川　佑樹
（総務・サッカー大会実行委員会担当）
　令和３年度、総務委員会、そして県青
連サッカー福江大会の為に新たに立ち上

がりましたサッカー大会実行委員会の担当副会長を
仰せつかりました。有川です。
　まだコロナの影響の残る１年となりそうですが、
田中会長の掲げるスローガン「適応力」をもって柔
軟に対応できるよう委員会をサポートできたらと思



るよう努力していきたいと思いますが、それには会
員皆様の御協力が必ず必要となります。野﨑薫副委
員長と共に、精一杯取り組んで行きますので、その
際は何卒ご協力宜しくお願い致します。

サッカー大会実行委員会
委員長　山本　能誉
　今年度、新たに新設されたサッカー大
会実行委員会の委員長をさせていただく

ことになりました。毎年、県内の商工会議所青年部
で行われていたサッカー交流試合を五島で開催した
いと数年前から希望を出しておりこの度、五島大会
の開催が決まり当委員会の設置をする事になりまし
た。近年のコロナ禍で出来ることも減っている中、
『コロナだから』ではなく『コロナだけど』に切り
替え、五島大会に向け辻副委員長と当委員会メン
バー・福江商工会議所青年部メンバーと協力し、開
催に向け企画・運営・対策をしていきたいと思って
おります。

事業委員会
委員長　山本　信太朗
　本年度、事業委員長を務めさせていた
だきます山本です。

　事業委員会の主な活動内容として恒例のゴミゼロ
大作戦、川の水質浄化を目的としたＥＭ菌団子作成
等があります。
　どちらの事業も外部団体の方々を集っての事業と
なり本年度も計画をしておりますが、昨今から引き
続きコロナウイルスが猛威を振るっており、活動が
制限されている状態です。
　この情勢を踏まえ一つ一つを慎重に判断して取り
組んでいきたいと考えています。
　また、こういった状況の中でも事業委員会として
できる限りのことを取り組んでいきたいと思います。
　入会してまだ間もなく、不慣れなこともあり会員
の皆様にもご協力をお願いすることもあると思いま
すが、一年間一生懸命務めさせていただきますので
宜しくお願い致します。

地域未来委員会
委員長　神宮司　真人
　令和３年度、新設された地域未来委員
会の委員長を仰せつかりました神宮司で

す。
　本年度地域未来委員会では、商工会議所青年部活
動はもとより活動地域に笑顔あふれる事業を行いた
いと考えます。そのため、まずコロナ禍における活
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動・運動の在り方を考え、また会員間の繋がりを大
切にし、福江商工会議所青年部会員の知識と意欲が
向上するような活動できるようにしたいと思います。
会員が一生懸命取り組んだ経験を共有し地域へそし
て未来へ全力で行動することの大切さを再認識する
ことを目標にし、故郷五島の魅力を活動地域の方々
に知ってもらい、郷土愛を育むことに繋げていきた
いと思います。

広報委員会
委員長　野原　拓馬
　カフェ＆バー好き間を経営しておりま
す、野原と申します。ＹＥＧに参加させ

て頂いてまだ３年ほど、うち１年は新型コロナウイ
ルス関連であまり事業に参加できてないうちに委員
長を務めさせて頂くことになりました。諸々力不足
の点は都々木副会長、中本副委員長など力強い面々
を頼りつつ、一年間勤めていきたいと考えておりま
す。本年のスローガンである「適応力」を私自身も
培いながら、地域の皆様のお役に立てる活動をして
いく所存です。宜しくお願い致します。

例会委員会
委員長　中野　新二　
　適応力とは…環境に従い行動や考え方
をうまく切り替える能力。適応する力。

　一年以上、コロナウイルスに翻弄され、その生活
は今なお続いています。そのような状況の中で、物
事への取り組み方がまず変わり、それに伴い考え方
も少しずつ変化してきています。今年の福江YEG
のスローガンにある「適応力」こそ、今、私たちが
高めていくべき能力であると考えます。
　本年度の例会委員長として、先輩方が築いてこら
れたものプラス、会員相互に知恵を出し合い、変化
に対応した会の運営を心掛けたいと思います。五島
市の商工業の支えとなるため、そしてそれが地域の
発展につながるよう、前向きに努力していきます。

新入会員紹介

入
いり

  江
え

  雄
ゆう

  一
いち

入江レンタカー
令和３年4月入会



令和３年度　福江商工会議所青年部組織図

副 会 長

有川　佑樹

副 会 長

浦　　雄介

直前会長

角川　一幸
監　事

網本　雅之

田中　秀和

会　　長

田中　英昭

（４） Young Entrepreneurs Group

福江YEGホームページ　http://www.fukue-yeg.com/　会員募集中‼

顧　　問

片山　廣道

矢口　拓朗

事　業　予　定　表
　　　　R3.5.27現在

月 福江商工会議所青年部等 県連・九ブロ・日商青年部

４月 定期総会 23（金）全国会長会議
（東京都）

５月
広報紙発刊
会員手帳作成

28（金）、29（土）
九ブロ役員会議・定時総会

（大分県中津市）

６月 第49回ゴミゼロ大作戦 12（土）県連通常総会
（長崎市）

７月 24（土）
第１回福江ＹＥＧカップ

10（土）県連第１回役員会
（佐世保市）

８月

７（土）　九ブロ役員会議
（大分県中津市）

28（土）県連第１回臨時総会
・第27回会員大会

（長崎市）
９月 選挙管理委員会発足

10月
１（金）～３（日）
福江みなとまつり
第50回ゴミゼロ大作戦

22（金）～24（日）
九ブロ役員会議・定時総会
・九ブロ大会中津大会

（大分県中津市）

11月

６（土）
県連サッカー大会
第40代会長予定者発表会

 7（日）県連第２回役員会
（五島市）

18（木）～20（土）
日商青年部　第94回会員総会
第39回全国会長研修会

（茨城県土浦市）

12月 11（土）九ブロ役員会議
（福岡県久留米市）

１月 新年会

２月
第28回五島椿まつり 23（水）～27（日）

日商青年部　第95回会員総会
第41回全国大会

（香川県高松市）

３月

広報誌発刊 12（土）九ブロ役員会議
（沖縄県宮古島市）

26（土）県連第２回臨時総会
・次年度役員予定者会議

（長崎市）

時期
未定
事業

お仕事体験隊・新学習型
事業・通常例会・卓話例
会・家族親睦会・ＹＥＧ
ジャンパー作成・新入会
員オリエンテーション

※県　連：長崎県商工会議所青年部連合会
※九ブロ：九州ブロック商工会議所青年部連合会
※日商青年部：日本商工会議所青年部

YEGフードコート
（順不同）

居酒屋　松　雪
　営業時間：昼11時～14時 
　　　　　　夜18時～23時 
　定休日：火曜日 
　電話：0959−72−6944

酒と肴大衆酒場きまぐれ
営業時間：18時～23時 
定休日：水曜日 
電話：0959−76−3100

五島自動車㈱
食事処　椿茶屋

営業時間：昼11時～14時 
　　　　　夜17時～21時 
定休日：不定休 
電話：0959−73−5940

カフェ＆バー 好き間
営業時間：12時～24時

（途中休憩あり）
定休日：木曜日 
電話：050−5876−5798

Ｔｅｐｐｅｉ
営業時間 ：昼10時30分～14時 
                  夜18時～24時 
定休日 ：火曜日 
電話：0959−72−6949

焼鳥 鳥　羽
営業時間：18時～23時
定休日：日曜日・月曜日の祝日
電話：0959−72−7957

そば処　くまの里
営業時間：昼11時～14時 
　　　　　夜17時～20時 
定休日：月曜日 
電話：0959−74−5550

㈱メモリード 五島コンカナ王国
レストラン カウベル

営業時間：昼11時～15時
　　　　　夜17時～21時 
定休日：火曜日
電話：0959−72−1348

鮨割烹　ひなかの
営業時間：18時～22時 
定休日：不定休 
電話：0959−76−3270

酒場　松　利
営業時間：昼11時～14時 
　　　　　夜18時～22時 
定休日：日曜日
電話：0959-74-5078

スナック J I N
営業時間：20時～24時 
定休日：月曜日 
電話：090−7474−4225

フレッシュ さゆり
営業時間：8時30分～21時 
定休日：日曜日 
電話：0959−72−2674

cafe & bar Orenchi
営業時間：12時～16時30分
　　　　　20時～23時 
定休日：月曜日・木曜日 
電話：090−3985−2999

例会委員会

委員長
中野　新二

副委員長
杉本　行正

入江　雄一

草野　裕也

橋本　賢太

橋本　功助

本間　洋平

横山　嘉幸

広報委員会

委員長
野原　拓馬

副委員長
中本　智章

青木慎一郎

石本　賢一

末留　進人

富川　晴彦

平田　修一

松木　隆雄

地域未来委員会

委員長
神宮司真人

副委員長
垣深　勝嘉

清島　長昭

永田　和也

中村　友哉

野口　桂市

道端　義人

渡邊　裕介

事業委員会

委員長
山本信太朗

副委員長
副田　翔吾

尾﨑太加夫

才津　　剛

平田　飛馬

松本　孝則

柳田　長嗣

渡　　義範

サッカー大会実行委員会

委員長
山本　能誉

副委員長
辻　　徹郎

入口　雄一

内海　翔吾

下村　秀喜

谷口　翔一

田端　大樹

松本　善幸

吉田　風馬

総務委員会

委員長
増山　勲章

副委員長
野﨑　　薫

塩塚　　賢

中嶋登美雄

平田　稔治

松岡　博己

森　　正明

吉田　海人

副 会 長

都々木真一

会員拡大委員会

委員長
角川　一幸

副委員長
網本　雅之

神宮司真人

田中　秀和

中野　新二

中本　智章

増山　勲章

山本信太朗

山本　能誉


