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商工会議所青年部の英語名（Young Entrepreneurs Group）
の頭文字をとったものですが、同時に商工会議所青
年部の持つコンセプト（若さ、情熱、広い視野をもっ
た経営者＝Youth,Energy,Genera-list）を表しています。

基本方針

活動方針

　バブル景気が終焉を迎え、閉塞感の漂う1991年７月、

熱い想いを持った発起人14名が集い、新見商工会議所

青年部の設立準備委員会が組織されました。その約１

年後、1992年10月27日、新見商工会議所青年部（新見

YEG）が73名の会員のもと設立されました。

　それから30年、バブル崩壊後の低迷した経済状況、

リーマンショック、各地で発生する大規模災害、コロ

ナウイルス感染症の感染拡大など、私たちの先輩諸兄

は厳しい時代の中、自らの会社の舵取りをしながらも、

地域経済を牽引し、新見YEGの歴史を紡いで来られま

した。

　本年、新見YEGは創立30周年を迎えます。一つの

大きな区切りを迎える中、私たちは紡がれてきた伝統

を、そのまま受け継ぐのではなく、世の中の価値観が

大きく変革する時代において、真に地域から必要とさ

れる青年経済団体として、私たちは何を求められてい

るのか、私たちに必要な資質とは何なのか、会員は新

見YEGに何を求めているのか、これらの問題に正面か

ら向き合い、これからの未来において、この地域でしっ

かりと存在価値を発揮できる団体に、変革しなければ

なりません。

　新見市の現状は他の地方都市同様に、少子高齢化が

進み平成30年には人口３万人を割り込みました。現在

の予測において、今後人口が増加

に転じることは残念ながらありま

せん。では、人口減少の続く私た

ちの暮らすこの地域は、衰退して

いると言わざるを得ないのでしょ

うか。

　過去の歴史において、その時代

の価値観が未来永劫続いた時代は

ありません。必ず時代は変化し、

その時代に応じた新たなる価値観が創造されてきまし

た。もし人口が少ない中山間地域だから何もない、衰

退していると考えている人がいるのであれば、それを

逆手に取るような新たなる価値観の創造も、私たち青

年経済人に課せられた使命ではないでしょうか。

　YEGは日本全国に415単会、３万３千人以上の会員が

活動する大きな団体です。地域の魅力を再発見し、新

たなる価値観を創造する為にも、外にもしっかりと目

を向け、見識を広げていきましょう。また、先輩諸兄

の紡いできた、伝統と歴史を大切にしながらも、変革

の時代を力強く生き抜くことの出来る、メンバーの資

質向上に繋がる取り組み、そしてこの地域が、明るく元

気になるような地域活性化への取り組みを、会員が心を

ひとつにして、力を合わせて取り組んで参りましょう。

○ 他団体や地域の方々との交流事業の開催

○ 会員同士の交流を深める事業の開催

○ 会員の資質向上に向けた取り組み

○ 創立30周年記念事業の開催

○ 第12回 岡山県商工会議所青年部連合会 会員大会 新見大会開催に向けた準備　

○ 会員拡大への取り組み

令和４年度会長

林田　展周
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令和４年度 スケジュール

総務研修委員会 委員長　薮木 健之
　本年度、総務研修委員会にて人生で初めての委員
長を務めさせていただきます薮木健之と申します。
　委員会メンバーの皆様の協力を得ながら、様々な
会の運営と研修事業を行う予定となっております。
　今年度は出席率向上を目指し、会員の皆様に新見
YEGの魅力を知ってもらえるよう努めてまいりま
す。
　また、より良い運営が出来るよう資料作りを行い
ます。
　入会3年目の未熟者ではございますが 一年間、 よ
ろしくお願いします。

新見☆パワフル委員会 委員長　小林 雄太
　令和4年度新見☆パワフル委員会の委員長をさせ
ていただきます小林と申します。本年度は、新見公
立大学生の支援交流、婚活を軸に会員も楽しんで参
加できるような事業を企画、運営していきたいと思
います。
　委員会名称に恥じないようにパワフルに頑張り
たいと思いますので、一年間どうぞよろしくお願い
いたします。

きずな委員会 委員長　倉脇 敏弥
　本年度、交流担当のきずな委員会委員長を務め
ます倉脇です。 久しぶりの委員長ということです
が今までの経験を活かして委員会の皆さんの足を
引っ張らないよう頑張りたいと思います。
　本YEGとしては本次年度大きな事業が控えてお
り、会員相互の結束を高めることが事業成功への足
掛かりとなると考えられるため、本委員会では会員
相互の交流に主眼を置き活動していきたいと思い
ます。
　また会員拡大も担当となっておりますので、新入
会員候補者の紹介をよろしくお願いします。

周年事業実行委員会 兼 県連大会準備室 委員長　堀江 裕
　本年は、新見商工会議所青年部創立30周年関連
事業の実行委員長の担いを頂きました。
　創立より青年部活動を支えていただいた方々へ
感謝の気持ちを伝えると共に、次の10年がより発
展できる機会となるよう、周年関連事業を推進して
まいります。
　コロナ禍での開催となり、通常のような開催がで
きるかは分かりませんが、記念すべき30周年を盛
大に迎えられればと思っております。開催に際しま
しては、より多くの関係者の皆様のご参加をよろし
くお願いいたします。

令和4年度 青年部活動の抱負

新見YEG 岡山県連YEG 日本YEG　中国ブロックYEG

４月 22日（金）
通常総会・第１回定例会

21日（木）
総会・出向者会議（備前市）

28日（木）
日本YEG全国会長会議（東京）

５月 　 20日（金）～21日（土）
中国ブロック春の会長会議（広島県廿日市市）

６月 第２回定例会 　 　

７月 16日（土）
30周年記念式典・祝賀会

２日（土）
会員大会・総会・役員会（備前市）

27日（水）～８月２日（火）
日本YEG会員総会（WEB）

８月 　 　

９月 第３回定例会 ２日（金）
出向者会議（岡山市）

16日（金）
日本ＹＥＧ会員総会

10月 15日（土）
土下座まつり
30周年記念事業

７日（金）
親睦ゴルフ大会（玉島）

21日（金）～22日（土）
中国ブロック大会（広島県廿日市市）

11月 公立大学支援交流事業 　 10日（木）～12日（土）
日本YEG全国会長研修会（大阪府枚方市）

12月 　 10日（土）
出向者会議（児島）

　

R５年１月 第４回定例会 　 　

２月 婚活事業 25日（土）
岡山YEG30周年

16日（木）～19日（日）
全国大会（秋田県秋田市）

３月 第５回定例会・卒業式 ２日（木）
新旧出向者会議（高梁市）
備前YEG30周年

　

※3YEG交流会（新見・津山・総社）は新見が主管（開催日未定）。
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令和４年度 新見商工会議所青年部組織図

会　長 林田　展周

県連出向者
監 事 田原　秀郷
理 事 林田　展周
総務（副委員長） 西村　正敏
総 務 薮木　健之
企画（副会長） 田原　　宰
企画（委員長） 松浦　隆造
企 画 高橋　正憲
企画（運営幹事） 藤明　玲子
研 鑽 交 流 小野　　樹
研 鑽 交 流 倉脇　敏弥

中国ブロック出向者
太田　晃弘

事務局 野村　知至

総　　　会

役　員　会

監　事

田原　　宰

田原　秀郷

顧　問

大月　勝功

直前会長

太田　晃弘

副会長 藤明　玲子 副会長 竜本　永幹 副会長 西村　正敏 副会長
（周年事業） 堀江　　裕

副会長
（県連大会） 松浦　隆造

総務研修委員会 きずな委員会 新見☆パワフル委員会 周年事業実行委員会兼
県連大会準備室

委 員 長 薮木　健之 委 員 長 倉脇　敏弥 委 員 長 小林　雄太 委 員 長 堀江　　裕
副委員長 田辺　順也 副委員長 小野　　樹 副委員長 野田　博美 副委員長 秋山　一樹
副委員長 森下　茂成 副委員長 藤澤　義雄 副委員長 山田　修久 副委員長 新井　慶一

上田　浩一
上田　　崇
小林　秀樹
咲本　芳明
佐藤　孝樹
橋本　尚典
平　　典之
宮本　拓磨

副委員長 三上　晴久 上山　精一
植田　大輔
太田　　徹
亀井　浩司
佐久本秀行
高橋　竜太
高岸　　靖
森　　憲次
安田　昌弘

副委員長 林　　泰生

大室　善友
川口　宗忠
佐藤　慶和
高羽美珠穂
平野　雄基
船越　　潤
松本　浩孝

川上　真弘
杉　光太郎
勢村　　統
高橋　正憲
谷森　一将
冨谷　貴則
中川　大祐
藤井　達也
宮本　裕樹
山本　一妙田原　秀郷 太田　晃弘 大月　勝功

田原　　宰

新入会員紹介 （令和４年４月入会）

上田 　　崇
備北信用金庫

植田 　大輔
岡山北チャイルド社

川上 　真弘
土地家屋調査士
川上真弘事務所

杉 　光太郎
㈲杉産業
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今年度の新見商工会議所青年部組織表、年間スケ
ジュールはホームページをご覧ください。

http://niimi-yeg.sakura.ne.jp/

　青年部では共に活動していただける会員を随時、募集
しております。
　青年部には様々な年代・業種の方が所属しており、交
流と研鑽を通じて豊かで住みよい地域づくり及び自社の
発展を目指して日々活動しております。

（入会資格）
　新見商工会議所の会員企業の経営者・後継者及び事業
所の推薦するもので年齢50歳以下の方

会 

員 

募 

集

令和４年度通常総会・第１回定例会
　４月22日(金)新見商工会議所青年部通常総会・第１回定例会を新見商工会館５階大会議室にて開催いたしまし
た。
　通常総会では令和３年度事業報告並びに収支決算の承認、また令和４年度事業計画並びに収支予算案が承認さ
れ、林田会長より今年度スローガン、基本方針、活動方針が示され、令和４年度の新たなスタートとなりました。
　定例会の中では各委員長４名、県連出向者10名及び中国ブロック出向者１名を紹介し報告が行われました。ま
た、令和４年度の定例会行事では【会長経験者から学ぶYEGの魅力】と題しYEGの魅力を会員へ向けて発信し
ていきます。初回は第18代会長大月勝功君から貴重な体験談を聞かせていただきました。
　そして、この度、上田崇君、植田大輔君、川上真弘君、杉光太郎君の４名を新たな会員として迎えることがで
きました。
　今年度は創立30周年を迎える節目の年となります。30周年記念事業を多くの会員とともに経験し、10年・20年先
の新見商工会議所青年部の未来を創るべく、30周年記念事業開催に向けて、会員一丸となって取り組んでいきま
す。
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