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西森会長のもと運営してきた平成29年度もいよいよ終りが近づいてまいりました。ここで、各委
員会から、平成29年度の事業報告をさせていただき、本年度を総括したいと思います。

・ビジネス交流委員会
ビジネス交流委員会では、７月
度例会と９月の会員間ビジネス交
流事業を担当いたしました。事業
を開催するにあたり、人と人とが
繋がるために必須である「コミュ
ニケーション力」を一貫して笑顔
委員長
で身につけていただきたいとの思
三好里美
いで企画いたしました。
７月度例会では、
「超一流の出会い力～人は人間
関係で磨かれる～」をテーマに、有限会社志縁塾
代表取締役大谷由里子氏をお招きし、
「笑い」を交
えながらご講演いただきました。この講演から、コ
ミュニケーション力を身につけるには、私たち自身
が「ＭＵＳＴ○○しなければならない」ではなく
「ＷＡ
ＮＴ○○したい、ＨＯＷ○○どうやって」の意識を常
に持ち、青年経済人として相手を思いやり、会って
いて気持ちの良い、笑顔の素敵な、人をひきつける
魅力ある人間になる必要があることを学びました。
９ 月 に 開 催 し た 会 員 間 ビ ジ ネ ス 交 流 事 業で は、
「言いたいことは１分で！10倍伝わる話し方」を
テーマに株式会社オフィス渡辺美紀、代表渡辺美紀
氏をお招きし、７月度例会でインプットした内容を
自分自身がアウトプットできるようになるための実
践型セミナーを開催いたしました。このセミナーで
は、どのような場面においても「相手の立場に立っ
て伝える」ことがいかに重要であるかを改めて学び
ました。そして、良い人間関係を引き寄せるために
は、私たち自身が常に300％ご機嫌な状態を保つ努
力が必要であることを学びました。
２つの事業で学んだ「コミュニケーション力」が、
メンバーそれぞれの自企業の発展と今後の北大阪
YEGメンバー同士の交流に繋がるきっかけとなれ
ば幸いです。
最後になりましたが、１年間私を支え、活動い
ただきました中島副会長、鎌田室長、古賀副委員
長、松井副委員長をはじめとするビジネス交流委員
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会の素晴らしいメンバーの皆様、また委員長として
の機会を与えていただき助言くださいました全ての
理事メンバーの皆様、ご協力いただきました北大
阪YEGメンバーの皆様に心から感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

・人材育成委員会
人材育成員会は、自企業と単会
の発展のため、５月度例会と11
月に人づくりセミナーを開催いた
しました。
５月度例会は、集団行動でお馴
染みの日本体育大学の清原伸彦氏
委員長
を寝屋川市立アルカスホールにお
南條範秀
招きして、例 会目的である、“人
材こそ最大の経営資源
（財産）
” との原点に立ち帰り、
『
「今の時代に必要な指導方法は」～変わり行く時代
の中で50年間、貫き通しているもの～』と題してご講
演いただきました。私たち経営者が苦手と感じる若者
への接し方などを聞き、今も昔も変わらず明確な目標
を設定することの大事さを感じることができました。
また人づくりセミナーでは日本商工会議所中小企
業振興部長の加藤正敏氏と富山YEGの直前会長で
ある真木大輔氏をお招きして、日本YEGから見た北
大阪YEGの立場や他単会の動きなどをご講演いただ
きました。また会長を含めたディスカッションでは、
現状の単会の立場などを課題とし、単会のこれから
の発展のために必要な行動や期待をお話しいただき
ました。この事業から、何かしらメンバーの自企業
発展、単会の発展の一助になればと思い、委員会メ
ンバーで議論を重ね、作り上げてまいりました。事
業開催に至るまでの道のりは平坦ではありませんで
したが、沢山の多大なるお力添えをいただきました
ことを委員会メンバー委員長として感謝いたします。
最後に、このような貴重な経験をさせていただき
ましたことに御礼申し上げます。

・地域活性委員会
平成29年度地域活性委員会は、６月度例会とし
て『沿線格差（ヒエラルキー）問題～３市（枚方・寝屋
川・交野）の地域活性の抜本的な改革は何から始ま
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平成29年度北大阪商工会議所青年部 委員会事業報告（前半）

会員拡大研修
委員会は、５月
と10月に、入会
２年未満のメン
バーや活動経験
の浅いメンバー
副委員長
副委員長
を対象に、事業
堀之内將次
尾谷景子
構築に至る背景
や過程を理解していただき、積極的なYEG活動を
行ってもらう事を目的として新入会員オリエンテー
ションを開催いたしました。
第１回目は北大阪商工会議所理事 中小企業相談
所所長の谷本雅洋様と、川北修義直前会長にご講話
いただきました。本会の活用方法や企業に役立つ情
報などをプレゼンしていただいたり、YEGの組織
構成、青年経済人としてYEGにかかわる意義を熱
く語っていただきました。各委員長をコーディネー
ターとして、新入会員メンバーの皆さんとテーブル
ディスカッションをおこない、意義のある交流が図
れたと思います。
第２回目は理事会見学をおこないました。見学に
より事業実施に至る背景を学んでいただき、YEG
活動の魅力を理解し今後のYEG活動への積極的な
参加に繋がったと思っております。講師には、平成
26年度会長、平成27年度大阪府青年部連合会会長
を歴任された木崎信也顧問に、大阪府青連での各単
体の活動の魅力などをプロジェクターで分かりやす
く講話していただきました。講話後、新入会員の
方々には、YEGメンバーとしての在り方に関する
意識を更に深めてもらいました。積極的なYEG活
動に繋がること、ご参加いただいたメンバーの中か
ら未来の理事メンバーが誕生することを願っており
ます。
会員拡大研修委員会での活動事業としては残り少
なくなりましたが、２月に志青会の実施事業が残っ
ております。委員会メンバー一同一丸となり、成功
を目指したいと思っております。
最後になりましたが、新入会員オリエンテーショ
ンにご協力いただきましたメンバーの皆様には感謝
とお礼をこの場で申し上げます。
本当にありがとうございました。

るのか』を開催させていただきま
した。講師に地域活性の第一人者
である藻谷浩介氏にお願いし、沿
線格差を様々な指標と角度からわ
かりやすく解説していただきまし
た。また様々な視点からの統計
委員長
データを「見える化」するなかで、
川瀬陽義
可視化がおこすデータのトリック
（まやかし）や思い込みからくる心情的な隔たりなど
も理解できる内容となりました。さらに、人口動態
推移の変遷による、今後の地域活性の取り組みや、
地域産業の業態への影響などにも言及していただき、
数年後の事業展開の影響について示唆する例会とも
なりました。
枚方オクトーバーフェスト2017では、午前中の
舞台ステージにおいて、地元アーティストの出演を
企画し、枚方出身のTANEBIなど多彩なアーティ
ストの出演を実現させていただきました。
10月には、若者のソーシャルスキルについて
多角的に講演されている上野剛氏に講師を依頼し、
『新たな地域活性セミナー』を開催いたしました。
インターンシップ等の導入へのメリット事例などを
交え、実務的に即日実践できる例題などを積極的に
取り入れていただき、参加メンバーとの対話型セミ
ナーを実施し、「承認」と「リフレイミング」の理解
を深めることができました。また、地域活性につな
がる雇用の糸口として、地元若者の採用についても
言及され、地域活性と雇用について理解を深める内
容となりました。
最後になりましたが全メンバーの皆様、YEG活
動における大切な１年を委員長として活動させてい
ただき、ありがとうございました。
YEG活動を通して色々なことを学び、成長させ
ていただきました。そして多種多様な事業をされて
いる多くのメンバーと交流することで、多くの気づ
きを与えていただいたことに感謝いたします。本当
にありがとうございました。
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・会員拡大研修委員会

・オクトーバーフェスト運営委員会
昨年９月15日より10日間の日
程で第二回枚方オクトーバーフェ
スト2017が、枚方市、北大阪商
工 会 議 所、 協 賛 企 業 の 皆 様、 そ
の他関係各位の多大なるご支援に
より無事会期を終える事ができ
委員長
ました。深く御礼申し上げます。
植村和央
2016年の第一回に引き続き、本
委員会は2017年４月よりオクトーバーフェスト運
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創立35周年運営委員会では５
年に一度の周年事業を担当させて
いただきました。 創立35周年
記念式典・祝賀会をひらかた仙亭
にて11月３日（金・文化の日）に
開催させていただきました。
委員長
当日は、多数のご来賓、OB会
龍見洋祐
員、現役メンバーの皆様のご参加、
ご協力をいただき盛大に開催することができたこと、
厚く御礼申し上げます。
記念式典においてはご来賓の方々からご祝辞をい
ただき、当YEGを築いてこられたOB会員様へ敬意
を込めて、今までの歴史を振り返りました。祝賀会
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・創立35周年運営委員会

においては、同志社香里高校ダンス部による演舞か
ら始まり、間寛平様、もりやすバンバンビガロ様
にゲスト出演していただき大いに盛り上がりまし
た。リニューアルした “北大阪YEG宣言” も発表さ
せていただき、創立40周年、50周年にむけたグラ
ンドデザインを示す場を演出するとともに、北大
阪YEGの存在感とパワーを地元関係者のみならず、
全国に披露する節目の事業となったのではないかと
思います。
私自身は昨年の準備委員会のメンバーでもありま
したので、約２年間この事業に携わらせていただき、
たった１日の周年事業をメンバーで作り上げること
の素晴らしさ、また大変さも改めて感じることがで
きた良い機会となりました。
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営事務局としてスタートしました。当初は事業の大
きさや複雑さに圧倒され、何から手を付けて良いの
かわからず運営に携わる皆様にご迷惑をお掛けする
こととなりました。しかし、YEGメンバー、特に
昨年運営に携わったメンバーのご協力により運営を
円滑に行うことができ、街の賑わい造りとYEGメ
ンバー間の交流に寄与できたのではないかと考えま
す。本当にありがとうございました。

・次号掲載予定
親睦委員会、会員拡大渉外委員会、本会交流委員会
総務委員会、広報委員会、事業検証委員会
事務局

北大阪商工会議所 青年部

会員募集

2017年度スローガン

商工会議所青年部【YEG】は
次代の地域経済を担う
若手経営者の集まりです。

人と人との出会いを大切に、愉しく行動しよう
～内的インセンティブを高めて～
平成29年度会長
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西森治貴

〒573-8585

枚方市大垣内町２-12-27

TEL：072-843-5163 FAX：072-841-0173
北大阪商工会議所青年部事務局

http://kitaosaka-yeg.jp/
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