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青年部

Resource of the YEG

 倉敷商工会議所青年部！！
ひろげませんか 異業種交流の輪！

詳しくは、当会議所事務局へ。
http://www.kurashiki-yeg.jp/

皆さま、あらためましてこんにちは。昨年度、倉敷商工会議
所青年部会長を務めさせていただきました、塩入と申します。

昨年度中は、高梁川流域倉敷三斉市はもとより、くらしき
ハロウィーンと対外事業をさせていただき、その時々に携わっ
ていただきました、行政や倉敷商工会議所また高梁川流域
7市3町の皆さまには大変お世話になりました。そして倉敷商
工会議所青年部メンバーのみなさんにはこんな会長を１年間
支えて頂き感謝申し上げます。

さて、会長職を通じて感じたことですが、この１年間で色々
な場所へおじゃましました。日本商工会議所青年部主催の
全国会長会では島根出雲や全国大会は岐阜の各務ヶ原、中
国ブロック大会は三好とその時その時の開催地にも行くこと
もでき、幅広い各地のYEGで繋がる友ができました。また

それぞれの悩みやご自慢を聞くことができ、為になったと感
じております。そしてこの経験を通じて今後も、この倉敷の
まちやそこで働く会社の発展に少しでもプラスになることを
考え、行動していきたいと思います。

倉敷商工会議所青年部
平成30年度直前会長

塩入　卓也

平成30年度　スローガン

諸会議及び総会・例会 参画事業 日本・ブロック・県連

4月
役員会� 5日（木）
例会� 20日（金）
常任理事会� 27日（金）

三斎市 日本YEG役員会（岩見沢）
19日（木）〜20日（金）

5月
役員会� 7日（月）
総会・例会� 18日（金）
常任理事会� 29日（火）

三斎市 中国ブロック会長会議（防府）
26日（土）

6月
役員会� 5日（火）
例会� 20日（火）
常任理事会� 28日（木）

三斎市 日本YEG役員会（帯広）
8日（金）〜9日（土）

7月
役員会� 5日（木）
例会� 20日（金）
常任理事会� 30日（月）

三斎市
天領夏祭り
水島みなとまつり

日本YEG役員会（宮崎）
20日（金）〜21日（土）

8月
役員会� 6日（月）
総会・例会� 20日（月）
常任理事会� 29日（水）

三斎市 中国ブロック大会（防府）
31日（金）〜1日（土）

9月
役員会� 5日（水）
総会・例会� 20日（木）
常任理事会� 28日（金）

三斎市 日本YEG役員会（津山）
26日（水）〜27日（木）

諸会議及び総会・例会 参画事業 日本・ブロック・県連

10月
役員会� 5日（金）
例会� 19日（金）
常任理事会� 29日（月）

三斎市
ハロウィン

日本YEG役員会（さいたま）
10日（水）〜11日（木）

11月
役員会� 6日（火）
例会� 20日（火）
常任理事会� 28日（水）

三斎市
水島花火大会

日本YEG役員会（帯広）
8日（木）〜9日（金）

12月
役員会� 5日（水）
総会・例会� 18日（火）
常任理事会� 27日（木）

三斎市

1月
役員会� 7日（月）
例会� 22日（火）
常任理事会�29日（火）

三斎市 日本YEG役員会（桑名）
18日（金）〜19日（土）

2月
役員会� 5日（火）
総会� 20日（水）
常任理事会�26日（火）

三斎市

3月
役員会� 5日（火）
総会・例会� 20日（水）
常任理事会�

三斎市
日本YEG役員会（宮崎）
7日（木）〜8日（金）
日本YEG役員会（島原）
22日（金）〜23日（土）

平成30年度　倉敷商工会議所青年部　年間スケジュール

平成30年度　倉敷商工会議所青年部　組織図
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～同志と築き　地域と育む　我らの経済資源こそ倉敷ＹＥＧ～

倉敷商工会議所青年部

※１ は議決権者

※２ は執行部

※３ 役員会出席義務者３１名

山本　真嗣

大河　朝彦 山本　陽一

小田　修士 金丸　俊孝

武元　隆明 菅ノ又　正人

久本　和永
早崎　典子

合田　明義
田邉　上智

白川　晴之
松本　梨紗

正清　賢治
梶谷　映次

河合　進治

石原　啓佑 穴井 清彦

亀山　倫正

秋田　孝文中山　一将
三宅　大樹堂処　篤史

政策提言委員会　専門委員企画委員会　専門委員

小松原　透
企画運営チームリーダー

役員会

総会

監事

森岡　雅彦
西　庸介

直前会長
塩入　卓也

堂処　篤史

副会長

会長

中山　紘行

専務理事（総務）
小松原　博幸

岡本　甲哲

小松原　透

ビジネス発展室

資質向上室

ネットワーク室

スキルアップ室

室長（常任理事）

田中　大作

室長（常任理事）

竹内　秀勝

副会長

田仲　学

中田　一広

室長（常任理事）

佐藤　健太

副会長 室長（常任理事）

地域活性室

流 域 発 展 委 員 会

副委員長

幹事

出 向 者 バ ッ ク ア ッ プ 委 員 会
委員長（理事） 秋田　孝文

委員長（理事） 三谷原　恒良

倉 敷 活 性 化 委 員 会
委員長（理事） 中西　充

副委員長

幹事

幹事

副委員長

幹事

副委員長 中川　純平
幹事 日浦　豊

平松　智典
米山　昌宏

西川　智延

チムカイオ

佐々木　伸治

津郷　秀明
矢吹　智業

山下　壮一

青井　寿恵 胡　森雄 佐山　公明

日本ＹＥＧ出向
儲けまっせビジネス委員会

副委員長　竹内　秀勝

澁谷　武律

理事

中山　紘行

副委員長

幹事

政策提言委員会
専門委員　安藤　順浩

総務委員会　専門委員
田仲　学

三斎市企画運営会議出向

親 子 絆 委 員 会

委員長（理事） 髙橋　武良

監事

田中　大作
岡山県ＹＥＧ連合会出向

木田　周作

次年度役員選考委員会

委員長（理事）

副会長

大森　邦彦

平成30年度　倉敷商工会議所青年部　組織図

幹事

大熊　一旗委員長（理事） 中山　一将
会 員 拡 大 研 修 委 員 会

会 員 親 睦 委 員 会
委員長（理事） 松田　篤郎

水 島 活 性 化 委 員 会
委員長（理事） 赤木　大輔

委員長（理事） 岡本　淳司

委員長（理事） 平野　将

創 生 発 信 委 員 会

政 策 提 言 委 員 会

副委員長

幹事

副委員長

幹事

副委員長

委員長（理事）

が っ つ り ビ ジ ネ ス 委 員 会

副委員長

副会長

安藤　順浩

室長（常任理事）

澁谷　武律

副会長

西田　和英

委員長（理事） 三宅　大樹

西谷　悠
会 員 企 業 発 展 委 員 会

幹事

副委員長

幹事

副委員長

幹事

幹事

笹原　信弥 保田　昌亮 山村　治

副委員長例 会 委 員 会
委員長（理事） 宮原　智則

副委員長総 務 広 報 委 員 会 中村　勇貴
吉田　匡利

𠮷𠮷𠮷𠮷川　徹哉
浅沼　直亮 樋口 由香

木田　泰正

安東　マリヤ
藤南　一郎

岡本　亮一
廣瀬　裕亮

岸本　裕子
矢野　智基

白岩　良
吉田　誠

武内　元則
若林　秀一郎

新山　直樹
半﨑　貴士 三宅　雄也 森山　祐介

酒井　道代 藤森　健 渡辺　淳 渡辺　徹

岡　裕二郎 小野　泰正 川上　浩志 松尾　茂瑠 渡辺　清二

伊藤　一道 今岡　靖晶 河村　正志 木原　大輔

中村　弘成

安藤　弘幸 板倉　昌美 片岡　忠 二宮　みか

秋富　正宣 大原　充真 神農　志成 栗元　浩二 高田　美子
中嶋　直樹 原　賢一 藤井　康輔 三宅　崇洋 吉本　昌弘

石原　信太郎 内田　雄介 大川　篤 木村　洋喜 木山　麻由美
古谷野　貢

小野　康久

砂田　旬信 立間　晴夫
三宅　淳良 三宅　博雄 山本　堅治 吉田　栄樹

塩津　学 島﨑　美和 白神　星太 田中　剛

秋葉　優一 大村　竜次

横田　哲也 吉田　将人

新会員

許　英徳
坪石　浩彰

小野　新太郎 小野　拓哉 北山　良和 木村　直子
八木　宏章 矢野　瑠嗣 山下　雄一郎

田原　大輔 中山　聖人 中山　善継
宮原　雄一

南　勇司 山下　友和 山本　修

小野　瀬里奈 後藤　健
馬場　孝臣 平松　正 本山　浩治 山部　真一

小林　弘明

片岡　寛 河田　理弘 妹尾　愛希 中田　優子

マチヅクリ室

室長（常任理事）

秋岡　秀典 荒木　隆正 河村　実 古谷　茂 齋藤　浩章 友田　裕之
永田　勇太 畑　勝明 花田　佳久 藤井　弘美 星島　良輔 三宅　啓介
三宅　翼 山本　修二

原田　大路 平田　一希 松成　陵二


