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【令和4年度スローガン】

和・輪・話・我
須坂商工会議所青年部
令和4年度会長 坂詰 久

和を持って成す、輪を創り、
話かちあい、我に還す

CCBY 須坂市観光協会

Q. 商工会議所青年部ってどんな組織？

Q.須坂商工会議所青年部はどんな活動をしているの？

商工会議所青年部（YEG）は、「次代の地域経済を
担う青年経済人の相互研鑽の場として、また、資質
の向上と会員相互の交流を通じて、自企業の発展と
豊かな地域経済社会を築くことを目的に、全国470
カ所の商工会議所に設置されている組織」です。
※YEG：Young Entrepreneurs Group

「職業体験フェスティバルわーくわくすざか」や
「すざかバル」といったイベントをご存知ですか？
これらのイベントを主催していたのが須坂商工会議
所青年部です。
他にも、市内の小学生たちと一緒に「ジュニアエコ
ノミーカレッジ」を実施したり、地域のイベントに
協力したり、経営者たちが集まる経営サロンで勉強
会をしたりしています。

委員会紹介
◆総務委員会

◆広報企画委員会

●総会および理事会の準備・設営
●役員名刺、会員手帳、会報NEXTの作成
●公式ウェブサイトの運営・管理
●みんなの経営サロンの開催

●須坂YEG40周年事業の準備
●研修事業、交流事業、例会の設営・運営
●須坂えびす講の事業企画
●会員アンケート調査

担当副会長
北村 真一

担当副会長
北村 真一

委員長 小林 大樹

委員長 下田 悟司

◆地域振興委員会

◆未来世代育成委員会

●職業体験フェスティバルわーくわくすざかの開催
●地域の各種イベントの支援・協力
●他団体との連携

●ジュニアエコノミーカレッジの実施
●研修事業、交流事業の企画・開催

担当副会長
新村 征之

担当副会長
篠原 敦史

委員長 宮川 岳洋
和

委員長 浦野 公晴
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新入会員紹介
総務委員会
総務委員会

関口透
透
関口

堀金商店
堀金商店
（飲食業）
（飲食業）
地域振興委員会

戸田 伸二
居酒屋 伸心丸
（飲食業）

広報企画委員会
広報企画委員会

山口
山口
武武

かがやき
かがやき
（飲食業）
（飲食業）
地域振興委員会

広報企画委員会

須坂商工会議所青年部は、会員相互の絆を
大切にしてお互いに切磋琢磨し、愛する地
元須坂の「振興」と「発展」のために活動
しています。

岩船 純平
須坂左官商会
（左官業）

資
格：須坂商工会議所の会員事業所であること
年 齢 制 限：満50歳まで
年 会 費：24,000円

未来世代育成委員会

駒津 貴寛

田幸 良章

駒津自動車工業
（整備業）

能登忠
（飲食業）

Q. 須坂YEGに入会するとどうなるの？

青年部の仲間を増やそう！

ご入会のお申し込みやお問い合わせは、須
坂商工会議所青年部事務局までお願いしま
す。
須坂商工会議所青年部事務局
（須坂商工会議所内）
〒382-0091 須坂市立町1278-1
電話：026-245-0031

職業体験フェスティバル
わーくわくすざか

入会すると、どこかの委員会に配属が決まります。
令和4年度の委員会は、総務、広報企画、地域振興、
未来世代育成の4つです。

2021年11月3日（水・祝）開催

YEG活動の中心になるのは委員会です。
委員会は月に1回くらいの頻度で開かれます。
まずは委員会に出席して、どのようなことをやって
いるか見学してみてください。

委員長会議
竹内智義会長（令和3年度）の挨拶とともに始まりました。

Q. 委員会に出席して何をすればいいの？

ジュニア
エコノミーカレッジ

委員会では、地域やメンバーのために何ができるか、
何をすれば地域やメンバーのためになるか、みんな
で話し合います。
「こんな事業をやりたい！」という案が出たら、役
員を中心に事業計画を立て、理事会で審議にかけま
す。
「こんなことをやったら地域やメンバーのためにな
りそう！」というアイディアがあったら、遠慮せず
にどんどん提案してみてください。
それが須坂の未来（活性化）につながっていきます。

豊丘小学校の児童のみなさまと会社経営やビジネスについて学びました。

輪
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定時総会／坂詰久会長の挨拶

Q. 理事会って何？

理事会は、役員が集まって須坂YEGが何をやるかを
決めていく会議です。
会長たち役員がYEG活動について白熱した議論を交
わしています。
委員会の事業計画が承認されたら、須坂YEGとして
その事業を実行できるようになります。

定時総会／委員会の紹介
2022年4月25日（月）第54回定時総会を開催
（於 須坂温泉古城荘）

定時総会／感謝状の授与

Q. 須坂YEGには何人くらいのメンバーがいるの？

会員研修事業／ヨガ教室

須坂YEGのメンバーは2022年7月時点で51人です。
メンバーの参加率は50%前後という状況です。
みんなでちからを合わせれば、須坂YEGはもっと地
域を活性化できるようになります。
違う委員会にも参加できるので、みんなで積極的に
参加・協力して、事業を成功させましょう。

理事会／懇親会
ヨガをマスターして全宇宙との一体化を試みる宮川委員長（写真左）

Q. 積極的に参加すると何かいいことがあるの？

事業を実施していくなかで、会議や懇親会が開かれ
ます。
地元のメンバー（経営者）たちと交流することで、
たくさんの気づきを得ることができます。
その気づきが、自分自身や会社の成長・発展へとつ
ながっていきます。
一緒に活動していくなかで仲間との信頼も生まれま
す。
地域貢献しながら仕事にまでつなげられたら、YEG
活動は大成功です。

真剣な議論のあとの一杯は格別です。懇親会で次の事業
のアイディアがひらめくこともあります。

話
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Q. 仕事が忙しくて参加できないのですが、どうしたらい
いですか？

Q. 参加してみたいけど、知り合いもいないし、飛び込む
勇気もありません。

参加は義務ではないので、無理してでも参加しなけ
ればならない、ということはありません。

誰か（例えば、中山さん）に誘われて入会したのだ
としたら、中山さんに責任をもって一緒に出席して
もらってください。
「参加したいから一緒に来てほしい」とお願いして
みてください。委員会が違っても大丈夫です。

ですが、委員長に頼んで委員会を参加できそうな時
間帯に変更してもらう方法もあります。
どうすれば参加できるか、社内の体制を整えてみた
り業務内容を改善したりしてみてもよいでしょう。
せっかく入会したのですから、積極的に動き、有意
義なYEG活動にしてください。

もしそれで断られたら、「中山さんに頼んだけど一
緒に来てくれませんでした」と坂詰会長に伝えてく
ださい。
少ししたら中山さんから「やっぱり一緒に行こう」
と連絡があるはずです。

いつだって大切なのは「創意と工夫、勇気と情熱」
です。

に関するインタビュー
株式会社山一精工（機械製造業）
代表取締役社長 山崎 亮
須坂YEG 令和4年度 監事

その結果、知らない人と話をすることが苦手だと
思い込んでいましたが、本当は好きであるとわか
りました。自分自身を知りながら目標となるよう
な先輩メンバーとも出会い、視野が広がって積極
的に参加するようになりました。

総務委員会の副委員長、委員
長、担当副会長を経て、令和
元年度に須坂YEG会長を務め
た。
平成25年度に日本YEG出向。

YEGはただの環境であって、そこから何を得るの
か、選び取るのかは自分で考えなければなりませ
ん。

山崎監事に、青年部活動に積極的に参加するようになった
きっかけを話していただきました。

私は、積極的に参加したことで人脈、他県のYEG
仲間、同業者、仕事仲間、販売協力店が増え、人
と話すこともさらに好きになっていきました。
結果的に会長もやらさせていただき、思い残すこ
とはありません。

私も入会後しばらくは積極的に参加していません
でした。主な理由は以下3つではないかと思って
います。

NEXT▶ 北陸信越ブロック会長!?

【理由１】
ほとんどのメンバーが知らない年上の人たちばか
りで、恥ずかしかったのかもしれません。自分の
言葉で話をすることが苦手で、対人関係について
ネガティブな印象をもっていました。

卒業会員紹介

【理由２】
お酒を飲んでばかりの人たちだと思っていました。
【理由３】
入会したものの、目的意識がなく、仕事が忙しい
と言い訳していました。
先輩メンバーからの強いお誘いがきっかけで、
YEG活動に参加するようになり、その後、様々な
役職を経験してきました。

安藤 誠

中澤 文貴

学校法人聖母マリア学園
認定こども園 マリアこども園

末広電気株式会社

たいへんお世話になりました。ありがとうございました。

我

