
訪問日時 平成 29 年 3 月 17 日 金 曜日

設立 平成 3 年 11 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

地元の祭りやイベントまた、ボランティアなど積極的な活動をされています。

日本YEG吉田会長からは、日本YEGの簡単な組織説明や3大事業である

全国大会、ブロック大会、会長研修会の説明

更にビジネスプランコンテストなど実際の仕事に繋がる事業を説明しました。

12000円

阿久根会議所　青年部

http://ameblo.jp/akune-yeg/

上野　新太郎

都道府県 鹿児島県

仮装パーティーなどのイベントで町おこしなどを行い
地域活性化に寄与している。

16:00～17：00

40

45

2.2

吉田会長、坂上九州ブロック代表理事、真木委員長、濱田副委員長、大蔵副委員長、斉藤、前川、高橋、光森、石井

上野会長、松元次年度会長、野田理事、尾塚

平成29年度日本ネットワーク委員会の最初の活動として鹿児島県阿久根商工会議所青年部との

意見交換会へ参りました。以前は県連に加盟されてましたが、現在は未加盟です。

阿久根駅をハロウィンパーティーで盛り上げる企画や、オープンウォータースイミング公認コースを

目指す企画などを、他団体と計画されているそうです。

また昨年は18名の新入会員が入会され会員増強にも力を入れられています
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訪問日時 平成 29 年 11 月 7 日 火 曜日

設立 昭和 56 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

現在は平成18年に山田市と嘉穂郡3町が合併し嘉麻市となっていますが、

合併前の山田YEGの時には県連やブロックにも加盟していました。

他団体も多く、なかなか会員獲得が難しいが身近な人から声をかけ会員拡大にも取り組んでいます。

子供たちの相撲大会など多数のイベントや地域交流を図り自分たちの町を守っていこうという活気に

満ち溢れており、全メンバーさんお揃いのイノシシをモチーフにしたオリジナルのＹＥＧロゴマーク入り

ジャンパーはとてもカッコ良くて印象に残っています。

以前は県連大会も経験されたらしく、人口減少問題で１００名いたメンバーも減ってしまったが

新しいことに挑戦していくという意気込みを感じました。

１２，０００円

　嘉麻商工会議所　青年部

http//www.facebook.com/kama.yeg

白金　聖臣

都道府県 福岡県

イノシシをモチーフにした全員お揃いのジャンパー！
印象的で仲の良さや温かさすら感じる単会

19：30～20：30

15

50

3.9

吉田会長・玉木県連代表・坂上ブロ代・真木委員長・大蔵・濱田・斉藤・光森・高橋・石井・荒木・前川

白金会長・椿直前会長・桒野副会長・大田副会長・江口監事・藤木委員・安陪事務局



訪問日時 平成 29 年 5 月 12 日 金 曜日

設立 昭和 53 年 11 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

納涼夏祭りやあかね市などといった、イベントを企画運営し開催されています。

他にも九州方面で開催される祭り等の手伝いなどを行い、そこから学んだ事を地元に持ち帰り

地域活性に貢献できるよう頑張っておられます。

原発等が近く地域に不安があり,　又地元の飲食店が15年で約90店舗から30店舗位まで減少したそうです。

熊本県商工会議所青年部連合会にも属していますが、地理的ハンデがあり、

会合の開催地への移動には非常に苦労しながら参加されていました。

日本YEG主催のビジネスプランコンテストにも興味を持って頂き、

機会があればぜひ参加して頂きたいと思いました。

１２,０００円

　牛深商工会議所青年部

http//www.ushibuka-cci.or.jp/aboutus/yeg/

浜崎　英文

都道府県 熊本県

熊本県下最大の漁港である【牛深】！　　　　　　　　　　　　　　　　単
会の歴史も古く魅力あふれる単会です。

14:00～15：00

21

45

1.6

吉田会長・古閑専務・真木委員長・大蔵副委員長・宮崎代表理事・斉藤・荒木・光森・前川

村田直前会長・浦田副会長・三宅委員・田中副委員長・尾谷副委員長・松本経営指導員



訪問日時 平成 30 年 2 月 28 日 水 曜日

設立 昭和 55 年 5 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

和歌山県の単会の中でも橋本商工会議所青年部は歴史が古く、2020年には40周年を迎えられます。

約10年前には日本ＹＥＧにも加入されておられ、平成20年度に第26回近畿ブロック大会も

開催されました。現在は、橋本一番計画を掲げ積極的に地域貢献をされています。

「ＹＵＭＥＮＯＫＩ　はしもと」事業は、橋本市教育委員会の後援のもと、市内小学校4年生以上の小学生と

市内の中学生を対象に行う事業で、夢を日記にしたくなるような街（夢記）、

夢のような気分（夢の気）、夢・希望にあふれた街（夢の希）という意味が込められており、

事業を通して子供たちに橋本市を大好きになってもらうという目的で開催されています。

その事業の一つに、橋本市内の小学4年生（10歳　1/2成人）に『夢の記』という10年後の未来の

自分に向けてはがきを書くという事業があり、商工会館玄関前一面に掲載されていました。

紀の川橋本ＳＵＭＭＥＲ　ＢＡＬＬ（市民花火大会）にも青年部として携わっておられます。

今後の課題は、会員拡大、新入会員の加入方法などで、近隣の商工会議所青年部、青年会議所と

連携をとりながら、今後の青年部の運営や街づくりを頑張っていきたいと語られていました。

12000円

橋本商工会議所会議所　青年部

新谷　彰宏

都道府県 和歌山県

2020年に40周年を迎える歴史ある単会
積極的に地域貢献に取り組んでいます

15時～16時

46

45

6.3

吉田会長・濱田副委員長・本田・内藤・小山和歌山ＹＥＧ

新谷会長・土井事務局



訪問日時 平成 29 年 9 月 12 日 水 曜日

設立 平成 23 年 11 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

単会の特徴

メンバーはＪＣ加入者が多く、全体的に若い人が多い印象でした。

設立からまだ浅いが、地域のまつりイベントや、婚活事業、他単会との交流も盛んな単会です。

特に気仙沼や、熊本への復興支援を積極的に行っているとのことです。

もともとの近江商人の住む地域と、他地域からこの町に移り住んできた人が住む地域があり、

それぞれで人柄や町の雰囲気が違うというようなお話しをされていました。

最近では、トライアスロン大会や夏まつりを開催したりと、積極的に事業を主催されています。

大きな事業で一緒に汗を流していることもありメンバー同士の絆も深いことが感じられました。

今後も、会員数がますます増えていきそうな勢いのある組織でした。

こちらの組織は商工会議所に属していますが、YEGとは違う独自の運営を行っておられます。

吉田会長、鳥越県連会長、岩本県連直前会長、橋本代表理事、（草津ＹＥＧ　金澤会長、宮崎専務理事、坂根
委員長、遠塚委員長、濱田理事）、寺田ブロック代表、西田ブロック専務理事、真木委員長、濱田、
潟沼、村上、大日方、中嶋、内藤、高橋、斉藤、光森、前川

代表世話人（幸明哲也・田中誠）、堀、大橋、徳山、尾崎、中嶋、森嶋、堀川、中井、大前、藤井、大浦、
重田、西川、畠山、福山、井狩、桜井、事務局（村松）

http://8cci.com/hyg/about.html

近江八幡商工会議所　はちまん青年経営者会

17:30-19：00

都道府県 滋賀県

45
気仙沼、熊本への復興支援に積極的

近江商人と新風との融合で
更なる地域活性化に燃える若いパワー
がみなぎるエネルギッシュな集団

49

幸明　哲也

8.1
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訪問日時 平成 29 年 7 月 25 日 火 曜日

設立 平成 25 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

年会費

単会の特徴

設立から4年と、まだ新しい青年部でした。

日本ＹＥＧについて研究しているところだったそうで、意見交換会を

非常にいいタイミングで開催できました。

3部会で活動されており、各部会ごとに年2回の例会を開催しているそうです

堺市内には多くの古墳があり、ユネスコ世界文化遺産登録で街を盛り上げていこうとされています。

千利休生誕の地ということもあり、三千家（表・裏・武者小路）の合同お茶会は

日本で唯一堺市で開催されているそうです。

シャッター通りの空き店舗対策に取り組んでおられました。

就職についての勉強会を学生と合同で行っているなど、雇用促進活動にも注力されていました。

堺商工会議所　青年部

http://www.sakaicci.or.jp/seinenbu/index.html

辻内宏治

都道府県 大阪府

商工会議所は約１４０年の歴史がありますが、
青年部は設立してまだ4年と歴史は浅い
日本YEGについて研究している単会

11:００～12：00

97

55

約83

日本ＹＥＧ側出席者
吉田会長、木崎府連代表理事、寺田ブロック代表理事、濱田副委員長、村上、齊藤、光森、
高橋、内藤、前川

訪問単会出席者
辻内会長、隅谷副会長、森本副会長、東谷副会長、明石理事、田野理事、盛尾理事、吉村相談
役、　　　　四方事務局

24,000円
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訪問日時 平成 29 年 10 月 30 日 月 曜日

設立 平成 13 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

訪問単会出席者 竹野会長、天羽直前、松村副会長、角張副会長、鹿林副会長

年会費

単会の特徴

2カ月に1回のペースで定例会を開催されています。

委員会は月に1回のペースで開催されており、現在、3委員会で活動されています。

三原市は、ビーチバレーボール発祥の地と言われており、

昨年設立したビーチバレーボール同好会の活動が盛んで、力を入れられています。

そして、さらに興味をひかれたのは、さし飲みプロジェクトなる事業を実施されていることです。

ある日突然、くじ引きで選ばれたメンバーに手紙が届き、あまり交流したことのないメンバー同士が

ゆっくり会う機会を設けられるという事業だそうです。（食事、飲み、ゴルフなど過ごし方は自由）

過去2年間、年に3回実施した結果、非常に単会の雰囲気が良くなったそうです。

ほかの単会では聞かれない面白い事業としてとても印象深かったです。

12,000円

三原商工会議所　青年部会

http://www.mhr-cci.or.jp/yeg/

竹野　芳幸

都道府県 広島県

ビーチバレーボール発祥の地。
さし飲みプロジェクトなるオリジナリティ

溢れる事業で、メンバー間の交流を深めている。

13:00-14:00

39

50

9.7

吉田会長、真木委員長、石井、斉藤、濱田、江草、西川、高橋、大蔵、光森、荒木、
前川、金井、村上
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訪問日時 平成 29 年 7 月 25 日 火 曜日

設立 平成 4 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

現在142名という会員数で活動しています。

昨年はＩＷＣ（インターナショナルワインチャンピオンシップ）の開催会場に西宮神社が

選ばれ単会事業として参画されました。

近隣の７市１町（西宮、尼崎、芦屋、宝塚、伊丹、三田、川西、猪名川）の青年団体との交流を

活発に行っておられます。

その他、地元の学生（高校・大学生）との交流事業として地元西宮の会社や仕事に

興味を持ってもらう事業「お仕事フェス」を開催されています。

地元密着型の事業が多く、地域との連携に注力されている印象を受けました。

西宮商工会議所　青年部

12,000円

北村会長、高岡副会長、辻村副会長、草野副会長、北福委員長、橘委員長

吉田会長、宮地代表理事（兵庫県連）、西田専務（近畿ブロック）、友井副会長（兵庫県連）、
真木委員長、濱田、村上、前川、斉藤、光森、内藤、山口、高橋

142

50

17:00～18：00

近隣7市1町の青年団体と交流を活発に行う142名の単会。
「お仕事フェス」を通じて地元企業と学生の絆を構築

兵庫県都道府県

n-cci.or.jp/yeg /

北村 智志

48

運営組織は単年度制で、月に一度役員会を15名の理事メンバーで開催しています。

年間12,000円という会費設定が入会のハードルを低くし、
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訪問日時 平成 29 年 6 月 13 日 火 曜日

設立 平成 2 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

商工会館には多数の団体が入っており、西脇には青年部以外の団体が多いそうです。

それぞれの団体の活動が活発で、掛け持ちがスケジュール的に難しいとの理由で

会員拡大が厳しい状況にあるとのことです。他団体との交流は、現在活発ではないそうです。

兵庫県連とは仲が良く、少し離れれば同業種でもライバルにならないので、

交流をきっかけに商売の話など出来る事が理想と考えておられます。

地元、地域が一番ですので地域の為の活動を続けて行きたいと考えておられます。

青年部の活動内容は、産業フェスタや研修旅行を行われています。

YEGにもロータリーやライオンズの入会者も居ますので現在以上の

スケジュールを入れないように気を遣っているそうです。

会として、無理なく仲良く活動をしてるので、多少の意見の食い違いはありますが、

現状で満足しているとのことでした。

12,000円

西脇商工会議所　青年部

大西 光男

都道府県 兵庫県

会員の事を第一に考え、

輪を大切に活動している。

13：００～14：00

17

50

4

吉田会長、花市副会長、真木委員長、濱田、前川、斉藤、光森、村上、

田中専務（兵庫県青連）　松下（加古川YEG）

大西会長、来住副会長、大坪副会長



訪問日時 平成 29 年 11 月 7 日 火 曜日

設立 昭和 46 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

以前は福岡県商工会議所青年部連合会にも加盟していました。

ここ数年は会員増強にも力を入れており、その熱が意見交換会でも大変伝わってきました。

そしてなんと言っても、ユニークなアイデアの単会事業が素晴らしかったです。

色んな所からヒントを得て昔ながらの町のイベントにも

YEGらしさをと言うか変化をつけた味付けをされています。

組織の歴史も古く、経営研究会として発足し、今年で設立４６年目ということです。

とにかく中間商工会議所青年部メンバーさんの目がキラキラしていて

日本ＹＥＧに加入している他のYEGと比べても何ら遜色のない

素晴らしい活動をされており、力強さを感じました。

３０，０００円

　中間商工会議所青年部

なし

日高　慶太郎

都道府県 福岡県

事業活動としてふる里どんと焼きや中間市の３大祭り
【さくら祭・川まつり・やっちゃれ祭】等を行い前向きな姿勢で

青年部活動をしている。

15：00～16：15

20

50

4.1

吉田会長・坂上ブロ代・玉木県連会長・真木委員長・濱田・大蔵・斉藤・高橋・光森・荒木・石井・前川

日高会長・岡田副会長・松久委員長・野添委員長・大山事務局



訪問日時 平成 29 年 6 月 14 日 水 曜日

設立 昭和 6 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

斎藤、高橋、内藤、前川

事務局2名

年会費

単会の特徴

主に対外交流よりも、組織内で交流を行うことに力を入れられています。

全国イベントである、ちゃんぽんクラシックin尼崎を開催されるなど、

あんかけちゃんぽんのブランド化を目指しておられます。

10年前から行政と交流を行い、公務員とディスカッションやスポーツ交流をされています。

地域で理系の子供を育成していく目的で、ロボカップジュニアを開催されています。

ロボカップジュニアはスポーツ的な要素も多いので

ひきこもりがちな理系の子供が人との交流に慣れるきっかけにしたいとのことです。

本年度のスローガンは「一隅千を照らす青年部」

（会員の一人ひとりにスポットを当てるという意味だそうです）

24,000円

　尼崎商工会議所　青年部

http:://yeg-acci.jp

松本　久晃

都道府県 兵庫県

『一隅千を照らす　青年部』
～メンバーを照らし、地域を照らすまちづくりを～

16:00～17：00

116

50

約４５

吉田会長、花市副会長、宮地県連代表理事、藤岡県連会長、真木委員長、濱田、村上

松本部会長、武井顧問、尾ノ上副部会長、細井副部会長、浜崎専務理事、葛井副委員長、吉識副委員長

日本ＹＥＧ側出席者

訪問単会出席者



訪問日時 平成 29 年 6 月 13 日 火 曜日

設立 平成 4 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

全国の事を知っておく事は、勉強になり今後も情報を吸収したいとのことです。

単年度制で、今年が２５周年であり、テーマを「元気と感動」として活動を行われています。

毎月１回の例会を開催し、委員会も月１回開催しておられます。

地域の活性化、商売や健康など、委員会ごとにテーマ分けして活動されています。

地元の繋がりが強く、卒業生もマスターズとして交流されています。

また、他単会との交流も昨年より力を入れられています。

イベントを新しく開催し続けることによって姫路市などの行政の信頼も得る事が出来、

政策提言については、今がチャンスかもしれないので今後チャレンジしていきたいとのことです。

SNSなどを使い、姫路城などでのイベントを開催しPRされています。

姫路城前の公園という大きな土台があるので、イベントを開催しやすい地域だそうです。

日本YEGは、大きな企業の集まりのイメージがあったそうですが、

今回の意見交換会で認識が変わるきっかけになったとおっしゃって頂きました。

姫路城という大きな資産を使い幅広く青年部活動として地域の活性化されている単会でした。

30000円

姫路商工会議所　青年部

http//www.himeji-yeg.com/

鈴木章民

都道府県 兵庫県

観光名所姫路城をフル活用し地域活性化に特化している.

271

50

53

吉田会長、花市副会長、真木委員長、濱田、前川、斉藤、光森、村上、
藤岡会長（兵庫県青連） 、宮地代表理事（兵庫県青連）

鈴木会長、原直前、平田副会長、安田副会長、吉田副会長、岩井副会長、吉川副会長、下山副会長



訪問日時 平成 29 年 6 月 14 日 水 曜日

設立 平成 11 年 6 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

名称に「YEG」を使用しておらず、商工会議所青年部として現在40名で活動されています。

日本YEGの存在は今回の意見交換会で初めて知ったが、活動内容の説明を

聞いて日本YEGへの関心が高まったそうです。

設立当初の経緯としては、「商工会」組織でスタートした後に「商工会議所青年部」に

移行し現在に至っており、現在も「商工会」と交流をもたれているそうです。

40名という少数での事業の運営方法などを模索中であり、他のＹＥＧとの交流を深め　

今後の事業運営についてのノウハウや情報を集めていきたいとのことです。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田会長、花市副会長、田中専務（兵庫県連）、真木委員長、濱田、
村上、前川、斉藤、内藤、高橋

寺本会長、奥本副会長、神尾理事、堀江理事

24000円

宝塚商工会議所　青年部

23

寺本 達也

都道府県 兵庫県

今年で33回目を迎える「ちゃりてぃ寄席」を開催。
文化事業・福祉事業・異業種交流会を通じて

宝塚の活性化に寄与する団体。

50

11:00～12:00

40

1
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