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会長たちに聞いてみました

令和5年度会長予定者

北村 真一

私たち須坂商工会議所青年部（須坂YEG）は、令和6年
度に40周年、令和8年度に北陸信越ブロック大会の主管
を控えています。
そんな状況のなかで、2023年1月18日（水）に地域活動
に関心のある経営者・社会人を集め、「地元企業の経
営者が語るこれからの須坂と地域活動」というテーマ
で、須坂YEGは活動を通じて何を目指していくのか、
坂詰久会長、北村真一次年度会長予定者、竹内智義直
前会長に熱く語っていただきました。

●YEG歴と入会のきっかけ
●積極的に活動するようになった理由
●これから取り組んでいきたいこと

〒382-0091 須坂市立町1278-1 （須坂商工会議所内）
電話：026-245-0031 FAX：026-245-5096

https://suzaka-yeg.jp
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令和4年度会長

坂詰 久

和

15年ほど前に当時会長をされていたOBの方にお声掛けいただき、入会しました。

活動への参加はほとんどありませんでしたが、平成27年度高野会長が次年度予定者の時に参加を促され、「すざかバル」の実

行委員長を務め、当時副会長の堀金OBに支えられて、多くの会員、賛助会員の皆様と協力し、様々な事業、活動を行えた事

で、青年部での参加意義が生まれました。

令和4年度には会員、賛助会員も多く新規入会いただきました。個々に青年部への参加、活動目的は違っているかと思います

し、そもそも目的も見出せていない方もいるかと思いますので、事業、活動を通して須坂YEG単会の活性化に取り組みたいと

思います。

会長職をお預かりする中で、須坂市内外、長野県内外と沢山の方との関わりを造らせていただきました。会員の皆様にも多数

ご協力、ご理解いただきました事を心より御礼申し上げます。

入会して7～8年になります。当時須坂市内の会計事務所に在籍しており、それまで須坂に縁がなかったので、

当時の事務所の所長に勧められて、現在ＯＢの堀金さんのご紹介で入会しました。

入会して数年間、地域振興委員会の一員でしたが、最初は正直なところ全く参加出来ていませんでしたし、参

加するきっかけを失くしてしまっていました。職業柄、繁忙期になると色々な会議や交流の場に出席すること

が難しいからです。ですが、同じ委員会だった坂詰さんが何度も電話で誘ってくれて、参加していなかった私

も行きやすい雰囲気を作ってくれました。

コロナからの復活が本格的に始まる今だからこそ、皆が参加し易い青年部でありたいと思います。ひとつひと

つの委員会や事業に多くのメンバーが集まることが地域の活力につながると思います。



えびす講

入会して８年目になります。当時は結婚を機に一人親方として独立して数年経っており従業員を雇い始めた頃でした。OGの植木さん

に誘って頂き入会しました。初めての活動はゴルフコンペに参加させていただきました。子どもがマリアこども園に入園するタイミン

グでマリアこども園理事長でOBの安藤さんと仲良くさせていただき仕事も頂けるようになり、自然と青年部の活動が生活の中心となり

ました。建設業の中でしか付き合いがなかった頃でしたので、地域の異業種経営者と共に活動できることが新鮮で、ほぼ全ての活動に

参加するようになりました。現メンバーの中では異例かと思いますが、順当に役職を与えて頂いたのは私だけかもしれません。令和３

年度に会長職を努めて以来、外部との繋がりを考えるきっかけになりました。令和6年度の創立40周年記念事業や、令和８年度の北陸

信越ブロック大会主管地に向けて会長経験者として現青年部活動、OBが培ってきた活動、地域経済、そして自社のために現時点よりプ

ラスαで総合的に考え、未来に向けて活動していきます。商工会議所青年部は自分力（自社）の為に活動する場です。現メンバーも積

極的に活動し、自分力をアピールしてください。
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委員長たちに
聞いてみました

●YEG歴と入会のきっかけ
●積極的に活動するようになった理由
●活動報告と今年度の思い出

令和3年度会長

竹内 智義

みんなの経営サロン
◆総務委員会 委員長 小林 大樹

平成30年度、当時の近藤義之会長に「楽しいよ！」と誘われて入

会しました。同じく平成30年度、当時の竹内智義委員長から「手

伝ってほしい」とお電話をいただき、職業体験フェスティバル

わーくわくすざかに参加しました。都内で勤務していたときはボ

ランティア活動をしていたのですが、長野県に戻ってきてからは

そういった機会が減っており、仕事とは別に社会のために何か役

立つことをしたいという気持ちがありました。わーくわくすざか

に参加したことでYEG活動の意味がわかり、それから積極的に参

加するようになりました。

令和4年度の総務委員会では、地域活動に関心のある方々を集めて

パネル／グループディスカッションを開催しました。初めての試

みでしたが、みなさまに意見交換の場を提供することができまし

た。ご協力ありがとうございました。
◆広報企画委員会 委員長 下田 悟司

当時、一人で飲んでいるところYEG会員の先輩から声を掛けて頂きました。

何度かその店でお会いする事がご縁で2013年に入会し2015年より副委員長、

委員長、副会長と経験して来ました。2021年は他の役職と重なってしまっ

た為、理事からは辞退させて頂きましたが今年度から広報企画委員長を仰

せつかっております。

入会した頃はあまり出席してませんでしたが、ジュニエコに携わってから

面白いと思った事がきっかけだと思います。参加する内に仲間も増えまし

た。またジュニエコの委員長を任された頃は企画、運営と普段の仕事では

味わえない経験が出来た事が今は財産となっております。

2024年の40周年事業に向けて会員の増強をまず図りました。今年度は賛助

会員含め7名入会して頂きました。また研修事業としてデスクワークで普段、

身体を動かしていない方も多いのでヨガ体験を行いました。

そして秋に須坂西宮奉賛会主催のえびす講祭りにも参加協力として青年部

物販ブースの設営を行いました。

まだまだコロナ禍だった為、企画していた交流事業も開催出来なかった事

は残念でしたが、開催できた活動には多くの会員に参加して頂いた事で交

流の場となったのではないかと思います。

1年間ありがとうございました。

三浦YEGとの交流事業



職業体験フェス！
わーくわく臥竜山

新入会員紹介
青年部の仲間を増やそう！

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。

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

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

広報企画委員会

吉池 晴信
有限会社吉池看板企画

（製造業）

総務委員会

上野 好政
有限会社ウエノ設備
（水道管工事）

総務委員会

黒津 林太郎
株式会社太一
（飲食業）

広報企画委員会

岡田 和憲

長野ツーリスト株式会社
（旅行業）

よろしくお願いいたします！
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◆地域振興委員会 委員長 宮川 岳洋

入会のきっかけは、現監事の山崎亮さんにお誘いいただき入会す

ることになりました。入会当初は、須坂YEGの中で、知り合いが

いなかったこともあり、どのように仲間に加わればいいのか？何

をすればいいのか？など、わからないところが多く、はじめのこ

ろは名前だけの会員でした。

ある時、OBである堀金実さんと現会長の坂詰久さんに、須坂バル

や婚活パーティーを開催するにあたってお声掛けいただき、深～

く熱すぎる思いを聞かされたことにより一念発起をしてできるだ

け各事業に参加しお手伝いするようになりました。

いろいろな須坂YEG事業を会員皆さんと作り上げていくことで、

知れずと仲間が増えて楽しい時間が過ごせる場に代わっていきま

した。また、本年度は地域振興委員長という大役を務めさせてい

ただいております。役を務めることにより、あらゆることに気づ

かせていただき、学べる絶好の場になりました。須坂YEGに感謝

しております。ありがとうございました。

◆未来世代育成委員会
委員長 浦野 公晴

私が青年部に入会したのは2014年になります。

同じ世代の方達が活躍しているのを見て、入会致しましたが当時

はなかなか顔を出すことが出来ませんでした。

2年前に当時の竹内会長にお声を掛けて頂き、未来世代育成委員会

の副委員長、今年度は坂詰会長の下、委員長を仰せつかりました。

まだまだコロナ渦で不安の中でのジュニエコ開催となりましたが

今年度は2校68人の元気な子ども達と共にセミナー、実践販売を通

して素晴らしい経験が出来ました。

今回ジュニエコに携わらせて頂き一番感じたことは、青年部メン

バーの絆の深さです。平日の午後のセミナー開催ということで仕

事をしながらも、その中で時間を作りご協力頂けたことがこの事

業を大成功に導けた要因ではないかと思います。

青年部には色々な委員会があって色々な事業があります。今後私

も時間が許す限り、なるべく多くの事業に参加して、仲間との時

間を大切に、自己研鑽を高めていければと思います。

1年間ありがとうございました。

第16回ジュニア
エコノミーカレッジ in すざか

賛助会員



日時 事業名

▼令和4年
4月25日（月）
4月28日（金）
5月19日（木）
5月21日（土）
5月26日（木）
6月12日（日）

6月16日（木）
6月23日（木）
7月2日（土）
7月29日（金）
8月～12月

9月17日（土）
9月28日（水）
9月30日（金）
10月19日（水）
10月23日（日）、

29日（土）
10月30日（日）

11月3日（木）

11月11日（木）

11月20日（日）
11月22日（火）
11月23日（水）

11月30日（水）
12月1日（木）

12月2日（金）
12月8日（木）

▼令和5年
1月18日（水）

1月25日（水）
2月3日（金）
2月8日（水）
2月18日（土）

2月25日（土）

3月24日（金）
3月26日（日）

第54回定時総会
全国会長会議（東京）
第1回研修会『僕らのSDGs経営』
北陸信越ブロック春の会長会議（長野）
長野県連期首総会（岡谷）
須坂青年会議所、須坂景観づくりの会、
須坂経営革新塾との交流会
第2回研修会『ヨガ体験』
長野県商青連役員会
北陸信越ブロック親睦ゴルフコンペ（射水）

長野県連夏季役員会（ウェブ）
第16回ジュニアエコノミーカレッジinす
ざか
北陸信越ブロック大会長野大会（長野）
第55回定時総会
第4回青年団体交流会
第1回合同委員会
職業体験フェス！わーくわく臥竜山

3青年部交流ゴルフコンペ
（長野、千曲、須坂）

えびす講、第16回ジュニアエコノミーカ
レッジinすざか 実践販売
日本YEG第40回全国会長研修会
笑売繁盛喜多大阪会議（大阪）

三浦みさき町まつり物販（三浦）
北陸信越ブロック絆委員会事業（黒部）
第16回ジュニアエコノミーカレッジinす
ざか 実践販売
日本YEG40周年記念式典（東京）
若手後継者等育成事業

（信州中野、飯山、須坂）
長野県連冬季役員会（下諏訪）
須高青年5団体交流会

パネルディスカッション～地元企業の経
営者が語るこれからの須坂と地域活動～
北陸信越ブロック役員会（ウェブ）
長野県連期末総会（諏訪）
臨時総会
日本YEG第42回全国大会
美の国あきた大会（秋田）

三浦YEGとの交流事業（峰の原高原）、
北陸信越ブロック事業報告会（高岡）
北陸信越ブロック役員会（長野）
納会

合同委員会

北陸信越ブロック大会

会報NEXTについて

須坂商工会議所青年部の会報NEXTは、活動内容
を周知することを目的に、平成7年（1995年）8月
1日に創刊されました。「NEXT」というタイトル
には「次代への先導者としての自覚を常に持ち続
けるために」という意味が込められています。
平成14年（2002年）3月9日には、会員外にも活動
内容が伝わるように、須坂新聞に会報NEXTが掲
載されました。
今回で会報NEXTは創刊50号となりました。これ
からも次代への先導者としての自覚を忘れずに活
動していきましょう。
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令和4年度活動報告

●自己・自社紹介 ●入会のきっかけ ●今年度の思い出

新入会員の上野好政君に聞いてみました

◆総務委員会 上野 好政

有限会社ウエノ設備の代表取締役 上野好政です。住宅給排水設備、

修繕及び工場の配管設備等、町の水道屋さん的な事をしております。

きっかけは令和4年度総務委員会副委員長の保延友映さんに誘っていた

だきました。

いままでは同業者や建築関係者との接点はありましたが多種多様な

方々との繋がりが出来る事がとても魅力的であり入会の決心をしまし

た。

まだ入会して半年足らずですが、イベントとしてはブロック大会、4県

合同での大規模なイベントでした。皆さんの団結力には感銘を受けま

した。そして須坂えびす講への参加です。

自分は総務委員会に所属させて頂きました。月一の委員会の会議に参

加したおかげで色々な方と繋がりが出来ました。大した事は出来ませ

んが皆さんをサポートして活動していきたいと思っています。

NEXT
令和6年度 須坂YEG40周年

令和8年度 北陸信越ブロック大会主管
我
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