
訪問日時 平成 29 年 10 月 16 日 月 曜日

設立 昭和 53 年 8 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者

訪問単会出席者

年会費

単会の特徴

仲間と活動していく中で自己研鑽の場とし、自分たちも同時に成長していくことを考えて行動している。

今回の日本YEGとの意見交換会は伊那YEGとしても、とても楽しみにしていて、

今後日本YEGへの加盟も前向きに検討していきたいとの事。

意見交換会終了後、懇親会で大いに盛り上がりました。

本年度は4委員会から6委員会に変更して活動。伊那市を国と例えると

小さな県が6個あるように振り分け、予算も均等にし個性を活かした活動ができるようにしている。

事業は、どろんこサッカー、お米を作ってジビエカレーにする事業、よせ落語開催、

伊那婚活事業、伊那バル事業、仮装しながらの飲み歩き事業、ザザ虫イナゴを食べる事業など

地元の人たちと楽しめるコミュニケーションを図れる事業を開催している単会です。

www.inasei.com

伊那商工会議所　青年部

18：00～19：00

都道府県 長野県

70

積極的、活発的に活動している単会
45

平澤正貴

69000

30000円

吉田会長、阿部ブロック会長、伊藤長野県連会長、真木委員長、大蔵、山本、大日方、菅沼、小口、宮坂

平澤部長、櫻井監事、原監事、六波副部長、向元副部長、高見澤副部長、清水副部長、
六木委員長、千野委員長、宮坂委員、西村委員、伊藤事務局

伊那市は自然豊かで農業も盛んなお米のおいしい町です。
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訪問日時 平成 29 年 9 月 25 日 火 曜日

設立 平成 3 年 10 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 万人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者 吉田会長、伊藤県連会長、阿部ブロック会長、真木委員長、山本、小口、宮坂、高橋、大日方

訪問単会出席者 藤森監事、小島

年会費

単会の特徴

岡谷商工会議所　青年部

18:00-19:00

都道府県 長野県

66

会員同士の交流を設立当時から大切にしている。
50

高林昌司

4.9

付き合ってみるととても義理堅く、紳士的な人が多いそうです。

JC卒業後入会されるケースもあるが、今後はさらなる会員拡大が重要の様です。

世代も変わり、また今回の意見交換会をきっかけに日本YEGの活動にも

興味を示してくれる方もいらっしゃいました。

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

12000円

単会事業としては経営研修委員会、健康推進委員会、親睦交流委員会の３委員会を軸に

メンバー同士の交流に重点を置き活動されています。

岡谷メンバー曰く、とっつきにくい、頑固者が多いそうですが、

http://www.okayacci.or.jp/yeg/
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訪問日時 平成 29 年 10 月 16 日 月 曜日

設立 昭和 55 年 8 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者

訪問単会出席者

年会費

単会の特徴

単会です。会員は40名中約半分が事業に参加している状況で、自分の仕事が優先であるが

年々女性会員も増え始め、若い会員を中心に青年部活動も盛り上がってきている。

近年ではお隣の伊那YEGとも交流もできている。現在は日本YEGの存在自体も知らなかったが

今回の意見交換会を通じて、自単会に落とし込んでいきたいと考えている。今後は駒ケ根YEGを

もっと積極的にPRしていきたいそうです。

36000円

地元のお祭りに力を入れている。また飲み歩き、バルなど食を通じた事業を活発的に行っている

www.komacci.or.jp

駒ヶ根商工会議所　青年部

16：00～17：00

都道府県 長野県

40

地元のお祭りに力を入れている単会
45

山本浩之

33863

吉田会長、阿部ブロック会長、伊藤長野県連会長、真木委員長、大蔵、山本、大日方、菅沼、小口、宮坂

山本会長、五味会計、川上副会長、事務局原正和、事務局三好翔
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訪問日時 平成 29 年 8 月 10 日 木 曜日

設立 昭和 63 年 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 万人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者

訪問単会出席者

年会費

単会の特徴

職業体験事業「まちゼミ」行っている様です。

対内的には東信三商工会議所青年部親睦スポーツ交流会として、

上田、小諸青年部とバトミントンで汗を流しながら交流を行ってます。

単会事業として、小学生４～６年生を対象に青年部メンバーによる全１２講座の

12.000円

佐久商工会議所　青年部

saku-yeg.com/

安藤　進一

都道府県 長野県

数々のバイタリティー溢れる活動を企画し実行している印象
また、日本YEG加入にも興味を示している単会である。

18：00～19：00

99

45

99

吉田会長、阿部ブロック会長、伊藤代表理事（長野県連）、真木委員長、山本副委員長、菅沼、小口

安藤会長、中田直前、小平副会長、佐々木副会長、花里副会長、
小平委員長、小林委員、相馬委員、菊原委員、半野事務局長、桜井支援課長

アダプトシステム事業として毎月、委員会を変えて佐久平駅前の清掃ボランティアを実施。

家族、ＯＢ会ひまわりとの交流会など地元はもとより他地域との連帯も

積極的に行っている印象を感じました。

また、単会設立30周年特別事業として、中部横断道早期開通祈願も兼ねて

海からいちばん遠い「Saku海の家」を開設。　

静岡県御前崎市の浜岡砂丘から砂９トンを運び入れ甲府・静岡の物販や、

岩手県大船渡市のホタテの浜焼などを提供し、東日本大震災の復興支援をされています。

海の家では佐久ＹＥＧの単会事業として「佐久っと婚活パーティー」を開催。



訪問日時 平成 29 年 5 月 31 日 水 曜日

設立 平成 15 年 4 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 万人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者 吉田会長、阿部北信越ブロック代表理事、伊与部県連代表、真木委員長、山本、大蔵、大日方、潟沼

訪問単会出席者 佐藤会長、鈴木副会長、山谷副会長、原田副会長、曽根副会長、山村副会長、結城副会長、恩田事務局

年会費

単会の特徴

勢いがあり若いメンバーの多い単会であると感じました。

三条市の若手経済人の人格向上と経営能力を高め,自社企業の発展と会員相互の親睦を

図ることを目的とした、地域を盛り上げる単会です。

設立の経緯は、今から１４年前に初代会長が異業種交流会の流れから設立に至っています。

平成２９年度は６つの委員会で構成されています。

また燕三条青年団体交流会を開催し、地元青年９団体との交流をされており、

地域に根差した活動を大切にされています。

今後は時間をかけて日本YEG加盟についても前向きな興味を示され、

￥36000-

http://syeg.sakura.ne.jp/

三条商工会議所　青年部

１５：００～16：00

都道府県 新潟県

119

自己研鑽を軸に地域密着されている単会
46

佐藤　俊光

10

http://syeg.sakura.ne.jp/


訪問日時 平成 29 年 8 月 10 日 木 曜日

設立 昭和 54 年 12 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 万人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者 吉田会長、阿部ブロック会長、伊藤県連会長、真木委員長、山本副委員長、大日方

訪問単会出席者

年会費

単会の特徴

清水会長、花岡副会長、小山副会長、大森委員長、鈴木副委員長、
中澤委員長、村松福委員長事務局・浦野さん

６ブース出展し大盛況だったそうです。

吉田会長より日本YEGのスケールメリットについてご紹介させて頂き、

小諸メンバーからも興味をしめして頂きました。

町おこしとして、市内の児童遊園地を利用し夜の遊園地でビアガーデンなど

単会事業としてメンバーのスキル向上に先駆け商売繁盛塾を年間７回開催されています。

対外事業として小諸商工会議所創立100周年記念事業として青年部と女性会で製作に

取り組んだ小諸かるたを使い小諸かるた大会、フード祭りといった事業を企画運営されています。

また、小諸YEG,上田YEG、佐久YEG３単会で  東信3YEGとしてスポレクを開催し交流を図っています。

10000円

http://komoroyeg.blog40.fc2.com/

小諸商工会議所　青年部

12：00～13：00

都道府県 長野県

53

夜の遊園地てビアガーデンの実施
45

清水　秀臣

4.2
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訪問日時 平成 29 年 9 月 19 日 火 曜日

設立 平成 25 年 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 万人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者 吉田会長、阿部ブロック会長、伊与部県連会長、真木委員長、山本、管沼

訪問単会出席者 関根会長、山本直前会長、鈴木、平沢、倉沢、伴、阿部事務局、佐々木

年会費

単会の特徴

名産の錦鯉が県に認められ県の魚（県魚）になっています。

障害者とのボランティア交流として、ハートフルスポーツフェスタの運営サポートをされています。

年会費が少額にも関わらず活発に活動されている印象をうけました。

活動内容としては定例会は年に２回、研修旅行など自由に活動を行っている。

東日本大震災の際に東北へ使わなくなった農機具など物資を送った経緯があり表彰されました。

その際に小千谷商工会議所会頭から全国との連携を得る為に青年部設立の

打診があり発足されました。

https://www.facebook.com/ojiyacciseinenbu/

5000円

小千谷商工会議所　青年部

13：00～14：00

都道府県 新潟県

60
日本一の四尺玉花火が上がる
片貝町がある小千谷市に

2013年に設立され単会た単会です。

50

関根　健一郎

3.6

https://www.facebook.com/ojiyacciseinenbu/


訪問日時 平成 29 年 5 月 31 日 水 曜日

設立 平成 3 年 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 万人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者 吉田会長、阿部北信越ブロック代表理事、伊与部県連会長、真木委員長、山本、大蔵、大日方、潟沼、小口

訪問単会出席者 水嶋会長、黒崎副会長、横山副会長、西川事務局

年会費

単会の特徴

￥10000-

http://www.joetsu-yeg.net/

上越商工会議所　青年部

１０：３０～11：30

都道府県 新潟県

138
上杉謙信ゆかりの地
市民統一のスローガン

【義の心謙信公の地いざ出陣】
市町村合併から市民一丸での町つくりを目指す単会

51

水嶋　光彦

19

今までは地域中心に活動していましたが吉田会長からの日本YEGのスケールメリットについて

の説明を聞き今後は視野を広げて活動していきたいそうです。

活動内容としては対外事業として６００0人規模の市民と協業し上越妙高駅前に

平成27年北越新幹線開業を記念したギャザリングアートを展示されています。

昨年度は富山県連高岡YEG主催の大物産展にも出店されました。

また、春日山城を拠点に完走後利き酒を楽しむ、きき酒マラソンなどの企画運営をされています。

市役所観光課、親会との連携が深く、有意義な活動をされています。

http://www.joetsu-yeg.net/


訪問日時 平成 29 年 7 月 10 日 月 曜日

設立 昭和 61 年 1 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者 吉田会長、阿部ブロック会長、伊藤県連会長真木委員長、山本、大蔵、潟沼、前川

訪問単会出席者 玉井会長、竹原副会長、小林副会長、手塚委員長,宮川副委員長、石黒顧問、篠原事務局

年会費

単会の特徴

昨年度創立３０周年記念事業及び、長野県商工会議所青年部連合会定期総会を開催しました。

地域貢献を通じてメンバーの士気も高まり、来年以降も盛り上げていこうという意欲が感じられました。

東信三会議所青年部、佐久ＹＥＧ、小諸ＹＥＧとの交流もあり、

今後も積極的に活動していく印象を感じました。

活動内容としまして、月１回の役員会、委員会を開催されている。

また、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」の放送をきっかけに、観光業界や市場のニーズ、

新商品開発のプロセスなどを学び、自社の業績の向上、地域経済の活性化へつなぐことを目的として、

青年部会員の有志により取り組んでおられます。

特に、本年の上田真田祭りは「決戦劇」を企画から運営まで務めたことで、

￥18000-

http//www.ucci.or.jp/yeg/

上田商工会議所　青年部

13：00～14：00

都道府県 長野県

76

ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」の放送をきっかけに
総勢７6名のメンバーが一丸となって
活動を広げている勢いのある単会

45

玉井　権太郎

158854



訪問日時 平成 29 年 5 月 30 日 火 曜日

設立 平成 12 年 4 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 万人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者 吉田会長、阿部北信越ブロック代表理事、伊与部県連代表、真木委員長、山本、菅沼、大日方、潟沼

訪問単会出席者

年会費

単会の特徴

小池会長、乗木副会長、田中委員長、山本委員長、東篠副委員長、堀川監事
池田専務理事、土田氏（総務課）事務局

￥12000-

今回の単会訪問で日本ＹＥＧの存在を知って頂く良いきっかけになりました。

また、本年度、中越沖地震から自粛されていた経塚山のさくらまつりを復活させ、

地域の為に活動されておられます。

活動内容としては、会員数増員に伴い本年度から新たに会員拡大委員会を設け

４つの委員会で活動されています。

11年前に妙高高原町、妙高村、旧新井市が合併し妙高市となりました。

雪まつりなどの事業を通じ上越YEGと連携し企画運営をされています。

http://www.araicci.jp/

新井商工会議所　青年部

13：30～14：30

都道府県 新潟県

33

震災から途絶えていた「経塚山のさくらまつり」を
復活させ地域の為に頑張っている単会です。

50

小池　毅

3.2

http://www.araicci.jp/


訪問日時 平成 29 年 9 月 26 日 火 曜日

設立 昭和 59 年 3 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 万人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者 吉田会長、阿部ブロック会長、真木委員長、山本、大蔵、光森、小口、宮坂、高橋、大日方、菅沼

訪問単会出席者 小川会長、中川、唐木澤、宮沢、

年会費

単会の特徴

「まちの賑わい創出委員会」の3委員会で構成されています。

 http://chikumacci.jp/

12000円

事業内容はイルミネーション事業、開発したB級グルメのイベントで販売ＰＲなどを行い、

近年地域活性化事業にも盛んに取り組んでいる。

千曲市合併１５周年、商工会議所設立３０周年の節目を迎えるにあたり、各周年事業を計画しており、

仲が良く活発に活動されている単会です。

活動内容としては、姉妹都市として富山県射水YEG、近隣地区の長野YEG、須坂YEGなどとの

若手交流事業をしながら交流を行っている。

対内的には「食と地域の味力推進実行委員会」「イルミネーション実行委員会」

千曲商工会議所　青年部

13:30-14:30

都道府県 長野県

50

プロバスケットボールＢリーグ信州ブレイブウォリアーズ本
拠地

日本一の杏の里

45

小川貴幸

6
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訪問日時 平成 30 年 1 月 24 日 水 曜日

設立 平成 29 年 9 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 万人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者

訪問単会出席者

年会費

単会の特徴

経済人最大の社会貢献であると掲げておられます。

目的として、自身の仕事を通じて地域社会に貢献していく、気概のある経営者の自己研鑽の場を

提供すること、価値観や問題意識を共有できる経営者のネットワークの拡大を推進することを

目的に活動されています。今後の課題は、組織としての骨格作り、会員拡大の方法などだそうです。

設立間もない単会ですのでこれから更に成長される単会と感じました。

理念に共感し強い想いの人達が集まって、憧れの組織になり、強い団体を目指しておられます。

勉強会を主とする組織としてモチベーションの高いメンバーが集まる団体に

していきたいと考えておられます。

理念として、地域に産業を興し、雇用を創出し、利益を生み出すことで地域を豊かにしていくことは

平成29年4月に、会頭の強い思いから設立準備委員会が設立　9月に発足されたばかりの単会です。

入会金￥30000　年会費￥120000

多治見商工会議所　青年部

http://www5.cin.or.jp/ccilist/pref/21/cci/2104

伊藤謙一

都道府県 岐阜県

平成29年9月に新設された日本一新しい単会
多治見商工会議所青年部「桔梗塾」

12:00～13：00

20

50

11

吉田会長　花市副会長　安田ブロック代表理事　田代代表理事　真木委員長　光森　本田　内藤
オブザーバー　松久全国大会実行委員長　西条各務原YEG

伊藤会長　井澤副会長　関谷監事　松本顧問　古賀会員
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訪問日時 平成 29 年 5 月 31 日 水 曜日

設立 平成 8 年 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 万人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者 吉田会長、阿部ブロック代表理事、伊与部県連代表、真木委員長、山本、大蔵、大日方、潟沼

訪問単会出席者 三井田会長、竹田副会長、杆渕監事、小林（禎）理事、小林（勇）理事、横村委員、阿部事務局、桜井事務局

年会費

単会の特徴

http：//www.kashiwazakicci.or.jp/f21/

柏崎商工会議所　青年部

１９：００～20：00

都道府県 新潟県

26

対内的に特化した勉強会で
自己研鑽に力を入れられている単会

45

三井田　秀毅

8.6

活動内容として会員相互の親睦と研鑚の為の事業を行い月例会、視察研修を人間力開発グループ、

経営力開発グループに分かれて活動され、定期的に経営に特化した勉強会を開催されています。

役員は２年任期で２９年度３０年度のテーマは『まずやってみる。』～行動こそ成果を生む～

として活動し出席率は全体の約６割のメンバーが参加されています。

￥24000-

卒業年度が４５歳なんですが卒業後５０歳まで準会員として在籍ができ

後輩達にアドバイスして頂ける事が多い珍しい単会の印象でした。

https://kzyeg.jimdo.com/


訪問日時 平成 29 年 9 月 19 日 火 曜日

設立 昭和 61 年 4 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 万人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者 吉田会長、阿部ブロック会長、伊藤県連会長、真木委員長、山本副委員長、小口、大日方,管沼

訪問単会出席者 浦野会長、佐藤副会長、仲條副会長、佐藤事務局

年会費

単会の特徴

熱意ある会長のもと活発に活動されておられます。

吉田会長から日本YEGのスケールメリットについて説明させて頂き興味を持って頂けました。

全国的にも有名な『いいやま雪まつり』は　１番力をいれている事業で飯山YEGが

雪まつりの実行委員会の主管となり１年を通して行政と他団体と企画運営されています。

他団体交流として須坂YEG、信州中野YEG、と交流されています。

対内事業として例会、研修は１カ月２回開催されています。

後継者、事業所数も減少傾向であり存続の危機であるそうですが、

１５０００円

http://www.iiyamacci.jp/

飯山商工会議所　青年部

１７：００～１８：００

都道府県 長野県

30

設立３５周年を迎え雪まつりに対して一致団結している単会
43

浦野　泉

2.1

http://www.iiyamacci.jp/


訪問日時 平成 29 年 7 月 10 日 月 曜日

設立 昭和 61 年 月

会員数 名

卒業年齢 歳

会長名

市町村の人口 万人

単会ＨＰ

日本ＹＥＧ側出席者 吉田会長、阿部ブロック会長、伊藤県連会長、真木委員長、山本副委員長、大蔵副委員長、潟沼

訪問単会出席者 後藤会長、池田直前会長、関島副会長、堀本委員長

年会費

単会の特徴

焼肉ロックフェスなどで出店販売を行っている。

地元中学生を対象にYEG会員が講師を務める『出張授業』を行い、職業講和を通じて地域社会への

貢献と次世代の人材育成を目指している。

単会交流として豊橋・浜松YEGとの『三遠南信YEG交流会』、伊那・駒ヶ根との

『南信三会議所YEG交流会』を毎年開催している。

飯田商工会議所　青年部

１８：００～１９：００

都道府県 長野県

41
長野県最南端に位置する「りんご並木と人形劇のまち」
研修・親睦事業の他、リニア飯田駅設置を見据えた

まちづくりについても考えている。

50

後藤美治

10.2

平成２８年度には設立３０周年を迎え記念事業として『リニアの街いいだの未来夢絵画コンクール』や

元中日ドラゴンズ立浪和義氏による講演会を開催した。

地元の伝統食である馬のおたぐりを使ったご当地グルメ『おたそば』を開発し南信州グルメサミットや

￥12000-

http://iidayeg.org/

http://iidayeg.org/
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