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輔車相依
＿  令和3年度スローガン  ＿

江津YEG入会案内
江津YEGって、何？

江津YEGとは、江津商工会議所の青年部のことです。
YEGとは「Young Entrepreneurs Group【若き企業家
集団】」の略で、全国45都道府県に400を超える単会、
30,000人を超える会員がいます。その大きな組織の中
に江津YEGがあり、江津商工会議所会員の事業所より、
満50歳までの経営者もしくは次期経営者の青年で構成
され、2019年には創立40周年を迎えました。

私たちは、ビジネス以外のステージで、江津YEGの
仲間と関わり、私たちの暮らす地域にどのように貢献で
きるかを考え、企画を起こし、自らそれを動かす活動を
しています。

どんな活動をしているの？
40年以上の活動で、様々な企画を動かして来ました。
近年では、江の川祭りで行われるイベントの主催や、
婚活イベント「いい恋しようよ！」など地域振興を目的
とした活動のほか、定期的に開催している例会で、青
年経済人としての資質の向上を図る勉強会なども行って
います。

江津YEGで今を繋げ、そして
大きなチカラに変えて、未来へ繋げよう！

繋がり、コトを起こし、そして動かすこと

■江津YEGホームページ

■Facebook

■お問い合わせ先
江津商工会議所青年部  事務局
TEL.0855-52-2268　 FAX.0855-52-1369
E-MAIL: yeg@gotsucci.or.jp

http://www.gotsucci.or.jp/yeg/

江津商工会議所青年部 で検索

令和３年度 組織図
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令和３年度スローガン 『 輔車相依 』

　「原点回帰」をスローガンに掲げ、令和２年度はスタートしました。しかし、
その直後新型コロナウィルスが感染拡大し、活動自体を自粛せざるを得ない
状況となり、今まで当たり前だった事全てが開催困難な状況となりました。
ですが、原点に立ち返り、次の世代につなぐ礎を作るという年度当初の目的
は変わる事は無く、変わったのは、今までと同じやり方が出来なくなったとい
う事だけでした。各委員会では、私たちは何のために活動し、どこを目指し、
そのためにどう考え何をすべきかを議論し、今までにない様々な手段に挑戦
してくれました。それでも変更・中止せざるを得ない事も多く、なかなか結
果が出せない非常に苦しい活動が続きましたが、目標を定め、それに向かっ
て議論を重ねた事は今後の活動の礎となり、これからの進むべき方向を明確
にする機会となりました。
　会員の皆様には大変苦労をかけた一年でしたが、有意義な活動となりまし
た。ありがとうございました。

  江津商工会議所青年部　直前会長　渡利  耕平
 〈 石見工房 〉

江津商工会議所青年部  会 長　金村　雅之
 〈 ㈲住京蒲鉾店 〉

　2020年4月7日、新型コロナウイルス感染拡大防止による日本全国に向
けて発信された緊急事態宣言、更には自粛要請、この日を境に私達の生活
は大きく変わりました。各地域では祭りや事業・活動がほぼ出来ないという
状況に追い込まれ日本の経済が一時停止するという今まで経験した事の無
いような状況を目の当たりにしました。私はその中でYEG活動をどう取り組
んで行けばいいのか？何をどう伝えればいいのか？非常に考え続ける毎日が
続きました。その時に自分を一歩前に進ませる存在更には勇気を与えてくれ
る存在、それがYEGメンバーでした。
　YEGの綱領の中にこう書いてあります。「商工会議所青年部は地域社会の先
導者としての責任を自覚し、地域の発展の支えとなり貢献する」我々はこの気
持ちを絶やすことなく継続させなければなりません。その為にはメンバー同士
が寄り添い合い・支え合い・そして助け合う、まさに「輔車相依（ほしゃそうい）」
の考えが非常に大切であると思いました。今後も私達を取り巻く社会情勢は
大きく変わって行きますが本質的な部分といえるこの考えは不変であると私は
思っています。勇気を出して幸せを掴み取りこの地域の発展に寄与したいと
思います。
　どうぞ一年間色 と々各方面にご迷惑をお掛けすることもあるかと思います
が宜しくお願い致します。

　昨年は活動延期や中止等、事業運営が難しい一年でした。今年も
感染予防対策をしっかり行い、地域を担うリーダーとして、会員個々
が自覚や責任そして青年経済人として判断力や視野を広く持つことの
できる事業運営に努めてまいります。また経営者として組織力を強化
できるよう研鑽して参ります。

組織力向上委員会
委員長　山藤　晋
〈 ㈲よろこぼう屋 〉

　令和3年度中国ブロック委員会に出向するにあたり、地区・県・単会のネッ
トワークを生かした活動に参画できる事、商工業の現状と課題をふまえ、発展
を目指す団体として現在のコロナウイルスの状況下で社会経済活動レベルの改
善をどのように各地域に落とし込んでいくのか、協議する場となればと期待して
おります。一年間どうぞ宜しくお願い致します。

中国ブロックYEG委員会出向 　委員　岡田　誠
〈 ㈱岡田建設 〉

　当委員会では、青年部の指針の一つである「文化を伝承しつつ　
新しい文化の創造に向かって歩を進めよう」をメインテーマに据えます。
　我々青年部メンバーも、地域で受け継がれてきている文化の担い手
の一人であることを自覚し行動すること。企業も地域の一員であるため、
地域文化への携わり方を模索し実行すること。これらを目的として、
一年間活動します。

地域文化伝承委員会
委員長　難波  和彦
〈 ㈲ゴウツクロージング 〉

　私たち商工会議所青年部の綱領・指針のなかには、郷土や地域
に寄り添ったものが多くみられます。ふるさと強化委員会では今年
度のスローガンである「輔車相依」のもと、江津商工会議所青年部
が『ふるさと江津』と共に前進していく為に必要な［郷土愛］の醸成
をテーマに、一年間活動に取り組んでまいります。

ふるさと強化委員会
委員長　滝田  恭久

〈 マルサ石油㈲ 〉
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日 付 事 業 内 容

新入会員研修会

11月例会 「～世界の経営者を虜にする武士道～」

2月例会 「ふるさとの絆で紡いだ日本初」　講師：伊藤 誠二 君 OB総会・納会

第41回臨時総会

中国ブロック 第1回 会長会議・第2回 会員総会・第3回 役員会
（鳥取県倉吉市）

2020年  4月
5月

5月22日～25日

　　　　　7月
8月

8月  1日
8月16日
10月  2日
10月23日

11月
11月13日
11月14日

11月20日･21日

11月27日
2021年  1月21日

2月7日
2月24日
2月27日

3月5日･6日

3月19日

第41回定時総会　※書面による開催
5月例会　※書面による開催
中国ブロック商工会議所青年部連合会
第1回役員会・会員総会・会長会議　※新型コロナウイルス感染拡大予防のためweb開催
ビアガーデン　※新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止
笠戸島マリンいかだレース(山口県下松市)　※新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止
島根県商工会議所青年部連合会 第1回連絡会議・通常役員総会（出雲市平田町）
2020江の川祭　大蛇艇競漕、出店　※新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止
中国ブロック 第1回 会長会議・第2回 会員総会・第3回 役員会（鳥取県倉吉市）
第40回臨時総会
10月例会 「リーダーとしての創意と工夫」  講師：平野 真里香 氏
2020ごうつ秋まつり（パレットごうつ）　※新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止
新入会員研修会
島根県商工会議所青年部連合会 第2回 連絡会議・交流会（出雲市平田町）
日本商工会議所青年部 第38回全国会長研修会
豊後の國 府内おおいた塾  先憂後楽～己を磨け！次代を創る想いはひとつ～
11月例会 「～世界の経営者を虜にする武士道～」
第41回臨時総会
江津商工会議所女性会との合同新年会　※新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止
婚活事業 「いい恋しようよ。」　※新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止
2月例会 「ふるさとの絆で紡いだ日本初」  講師：伊藤 誠二 君
島根県商工会議所青年部連合会　第3回連絡会議・臨時役員総会
※新型コロナウイルス感染拡大予防のためオンライン開催

第40回 全国大会 しあわせ福井 さばえ大会（福井県）
※新型コロナウイルス感染拡大予防のためオンライン開催

OB総会・納会

第40回臨時総会

10月例会 「リーダーとしての創意と工夫」  講師：平野 真里香 氏

日本商工会議所青年部 第38回全国会長研修会
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副会長 専務理事 監　事

明治４０年の創業以来、石
臼での製法を今も守り続け
ております。

㈲住京蒲鉾店
〈黒松町〉

金村  雅之
会長

Face to Face を大切に皆
様が笑顔になれるお手伝い
をします。

日本海信用金庫江津支店
〈嘉久志町〉

齋藤　梓

江津市で介護の仕事をさせ
て頂いております。介護の困り
ごとがあれば相談受付します。

㈲よろこぼう屋
〈和木町〉

山藤　　晋
委員長

上水道、下水道に関わる
様々な工事や修理を主とす
る町の水道屋です。

石州水道工事㈱
〈嘉久志町〉

中野  真志

屋根・雨樋等の板金工事の
ことなら何でもお任せくださ
い。

天野板金
〈和木町〉

天野  慶一

ご宿泊・レストラン・宴会・冠
婚葬祭・各種イベントなど承
ります。

㈲パレス和光
〈和木町〉

伊藤  誠二

地域イベント「いわみん」の
企画運営等、事業を通じ地
域振興を行っています。

（一社）イワミノチカラ
〈江津町〉

伊藤  康丈

住まいやお店など人が集ま
る空間をデザインする設計
事務所です。

㈲シマサキ設計
〈浅利町〉

島﨑  庄太
副会長

大正元年創業の畳、壁紙、
カーテンなどの内装屋さん
です。

㈲インテリア旭
〈都野津町〉

阿瀬川 浩史
専務理事

天然鉱物を『粉体』に加工
し、釉薬、化粧品原料等を
製造しています。

堀江化工㈱
〈浅利町〉

須田  真也

お車のメンテナンスから
カーリースまで、何でもご相
談ください。

マルサ石油㈲
〈二宮町〉

滝田  恭久
委員長

本気で断熱を考えた快適
住宅を提案している建築集
団です。

㈲吉岡建設
〈桜江町〉

山本  達彦

土木工事業、建築工事業、
管工事業、水道工事業を主
とする総合建設業です。

㈲黒川工務所
〈波子町〉

黒川  久雅
副委員長

副委員長

アルソア製品を通してあなた
を美と健康へと導きます。

㈱三維
〈江津町〉

漆谷  久利

土木・建築業に携わり、お
客様のニーズにお応えいた
します。

㈱岡田建設
〈松川町〉

岡田　　誠
中国ブロックYEG委員会出向

老若男女、どなたでも似
合った髪型を提案させてい
ただく美容室です。

Buzz Clip
〈江津町〉

鹿取  純一

コンクリート製品やトマト栽
培を行っている福祉事業所
です。

江津コンクリート工業㈱
〈都野津町〉

茅島　辰一

主に瓦の製造、販売、運送を
している会社です。東は東北、
西は九州まで運送しています。

㈲安全運送
〈都野津町〉

木村  尚志

車の修理〈鈑金・塗装な
ど〉、車検整備、車の販売な
ど致します。

㈲神主ボデーショップ
〈二宮町〉

佐々木  龍一

「まちのでんきやさん」とし
て、皆様のもとへ駆けつけま
す！

サントウ電機
〈波子町〉

山藤  志哲

土木・建築工事を営んでい
る会社です。

寺下工務店㈲
〈都野津町〉

寺下　　淳
副会長 委員長

各地の小学校から高校まで
の学生服、詰衿やブレザー
の上着を作っています!

㈲ゴウツクロージング
〈嘉久志町〉

難波  和彦

季節の和洋菓子をご用意し
てお待ちしております。

菓子処みなと
〈都野津町〉

湊　   敦彦

県西部で唯一の石材一級
技能士です。石と技術には
自信あります。

石のみやうち
〈渡津町〉

宮内  大輔

山陰の理美容サロン様繁
栄のお役立ち企業です。

㈱ワイエム商会
〈二宮町〉

宮津  秀行

昼はパスタを、夜は月替わり
コースを主に提供する飲食
店です。

DINING BAR わかひろや
〈江津町〉

若菅  貴宏

家づくり、エクステリアなど
トータルコーディングします。

㈲石田工務店
〈渡津町〉

石田  佑輝

主に瓦、土砂、砕石等運搬
をしています。目的地まで安
全運送致します。

㈱恵産業
〈二宮町〉

久利  龍則

土木・建築・舗装工事等の
総合建設業です。

今井産業㈱
〈桜江町〉

宮里  健一

伝統舞踊のハワイアンフラ、タヒチアン
ダンス教室を運営しています。江津、
浜田、大田、出雲、広島にて開講。

オフィス ヤマネ
〈渡津町〉

山根 美津子

屋根工事、タイル・左官工事を
専門としています。型枠、墓、
外構工事もお任せください。

㈱川村工業
〈二宮町〉

湯谷　学

デザインを通してお客様の
抱える課題解決をサポート
するデザイン会社です。

㈱D52
〈敬川町〉

吉岡 明日香

不動産や会社の登記手続
を行っています。お気軽にご
相談ください。

本藤・坂根司法書士合同事務所
〈敬川町〉

坂根  昌幸

「心 ふれあい 親・近・感」が
キャッチフレーズの島根中
央信用金庫です。

島根中央信用金庫 江津支店
〈都野津町〉

冨金原　寛

地域のため、お客様のため
に精一杯知恵を出し、汗を
かき努めて参ります。

山陰合同銀行 江津支店
〈江津町〉

水谷  侑都

住まいのおたすけ隊として
お客様の小さな困ったを解
決します。

島根電工㈱ 江津営業所
〈都野津町〉

山本  廉輔

会員事業所の皆様のお役に
立てるよう一生懸命サポート
致します。

江津商工会議所
〈嘉久志町〉

井塚  郁也
事務局

浄化槽や廃棄物のお悩み
事を解決します！ご連絡お
待ちしております。

㈲島根環境保全センター
〈和木町〉

森口  善宣
副委員長・新入会員

石州瓦、石見焼、石見神楽
を使った製品の企画・販売
をしています。

石見工房
〈黒松町〉

渡利  耕平
直前会長

地場産センター内にあるパ
ンケーキとランチを中心に
心落ち着く空間です。

cafe 桜co..
〈嘉久志町〉

盆子原　健
監事

きもの・和装小物等お取扱
いしています。着付教室受
講生募集中。

㈲きもの処あおき
〈嘉久志町〉

青木　　司
副会長

精肉・加工品の小売・卸売
をしております。肉の事はお
任せください。

㈲肉のこごし
〈江津町〉

小越　　亨
監事

デザインを通してお客様の
抱える課題解決をサポート
するデザイン会社です。

㈱D52
〈敬川町〉

佐々木  孝久
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江津YEG入会案内
江津YEGって、何？

江津YEGとは、江津商工会議所の青年部のことです。
YEGとは「Young Entrepreneurs Group【若き企業家
集団】」の略で、全国45都道府県に400を超える単会、
30,000人を超える会員がいます。その大きな組織の中
に江津YEGがあり、江津商工会議所会員の事業所より、
満50歳までの経営者もしくは次期経営者の青年で構成
され、2019年には創立40周年を迎えました。

私たちは、ビジネス以外のステージで、江津YEGの
仲間と関わり、私たちの暮らす地域にどのように貢献で
きるかを考え、企画を起こし、自らそれを動かす活動を
しています。

どんな活動をしているの？
40年以上の活動で、様々な企画を動かして来ました。
近年では、江の川祭りで行われるイベントの主催や、
婚活イベント「いい恋しようよ！」など地域振興を目的
とした活動のほか、定期的に開催している例会で、青
年経済人としての資質の向上を図る勉強会なども行って
います。

江津YEGで今を繋げ、そして
大きなチカラに変えて、未来へ繋げよう！

繋がり、コトを起こし、そして動かすこと

■江津YEGホームページ

■Facebook

■お問い合わせ先
江津商工会議所青年部  事務局
TEL.0855-52-2268　 FAX.0855-52-1369
E-MAIL: yeg@gotsucci.or.jp

http://www.gotsucci.or.jp/yeg/

江津商工会議所青年部 で検索

令和３年度 組織図


