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平成29年度会長挨拶

平成29年度 福知山YEGスローガン

福知山商工会議所
会頭 谷村  紘一

ご
あ
い
さ
つ

　日頃は、福知山商工会議所活動の事業に対しまして、格別のご協力ご支援を賜わり厚く
御礼申し上げます。
　さて、青年部におかれては、年間を通じて様々な事業を企画され、地域社会の活性化に
大きく貢献して頂いていることに対し深く敬意を表する次第です。
　会員の皆様には、日々の活動や新規の事業にも積極的に取組んでいただいており、当地
域の魅力を広く発信し、元気な福知山づくりに今後ともご尽力いただきたく存じます。
　終わりに片山新会長のもと、福知山商工会議所青年部が益々発展されますと
ともに、会員の皆様のご健勝とご活躍を、心からお祈り申し上げご挨拶と
いたします。

平成28年度 会長　

細 見  裕 弘
（株式会社　細見組）

平成28年度 専務理事 

木 下 賢一郎
（北陵興業株式会社）

前年度のお礼とご挨拶「一年を振り返って」

調和・共進調和・共進
～共に創ろう次代の

福知山～
　日頃は福知山商工会議所青年部（以下福知山YEG）の活動に格別のご理解とご協力を賜わり、
誠に有難うございます。
　「YEG」とはYoung Entrepreneurs Group（若き起業家集団の）の頭文字をとったもので、
同時に商工会議所青年部の持つコンセプト(若さ、情熱、広い視野)を持った経営者＝Youth, Energy, Generalistを表しています。福知山YEG
は、結成以来30年以上に渡り諸先輩方が築き上げてこられ、現在では70名の会員を有する組織へと発展することが出来ました。
　さて、本年度は「調和・共進　～共に創ろう次代の福知山～」を活動のスローガンに掲げました。福知山YEGは違う事業を経営する青年経
済人の集まりであります。まずは各々が自立し、第一に研鑽して自企業の発展に取り組む。そして個と個が協力をし、自事業の枠を超え、地域
社会の発展・活性化に創意工夫し、情熱を持って取り組む。また福知山の他団体様・福知山以外の他地域の団体様とも連携し、新しい次代に
向け、手に手を取って共に進んでいきたいと願っております。
　本誌には昨年度の活動の報告を記載しておりますが、本年度も地域を支える青年経済人として、様々なアイデアを出し事業に取り組み、豊か
で住みよい郷土作りに貢献していく所存でございます。
　皆様方には、今後とも変わらぬご支援、ご指導を賜わりますよう心からお願い申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。

　日頃は、福知山商工会議所青年部（以下福知山Ｙ
ＥＧ）の活動に格別のご協力を賜り誠にありがとう
ございます。
　平成28年度はスローガンを「現在（いま）を見つめ、
未来（あす）を築こう　一歩一歩踏みしめて」とし、
それぞれの事業が次世代に着実に繋がる様に心が
け、活動して参りました。一年間、何とか職責を全
うできましたのも福知山ＹＥＧ会員を始めお支え頂
いた皆様のお力添えの賜物と感謝しております。
　今後とも変わらぬご支援、ご指導を賜りますよう
お願い申し上げます。誠にありがとうございました。

　平成 28 年度、細見会長の
サポ－ト役として１年間専務
理事を仰せつかりました。
至らない点も多 あ々ったと
思いますが、皆さまの
ご協力のもと無事に
任務を完了できたと
思っております。
今後とも変わらぬご指導、
ご鞭撻のほどよろしく
お願い申しあげます。

平成28年度 総務広報委員会
委員長　髙 木  宣 彰
（有限会社 高木精肉店）
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河本　宗龍 ソウワーク
木下賢一郎 北陵興業㈱
岸本　道徳 ㈲ HEADFOOT
北村　誠 日商建材㈱　福知山支店
衣川　聖規 協和管工㈱
衣川　哲也 菓樹工房　きぬがわ
久世　純也 久世電気工業㈱
香良　昌宏 ㈱横谷
笹部　恭信 笹部行政書士事務所
佐藤　昌人 ㈲セーフティ
塩見　卓也 永卓プランニング
塩見　純平 フラワーショップ candy
杉本　潤明 三恵土地開発㈱
曽根　博文 ㈱曽根本店
髙木　宣彰 ㈲高木精肉店
達川　知典 アオヤケンチク
田中　一平 綜合警備保障㈱
谷　昇太郎 ㈲谷牧場

足立　崇 ＡＤＡＣＨＩ住建
飯尾　直人 ㈲京都事務機販売
伊東　昌紀 伊東木材㈱
井上　貴裕 井上㈱
井上　哲也 ㈲サニタリー京都
岩井　勇樹 ㈲オートエース
植野　由芙子 ㈱サンプラザ万助
植村　浩平 特定非営利活動法人　みらい学園
江崎　忠孝 栄真工業㈱
大嶋　明 ㈱大嶋カーサービス
太田　健一 barrel-hair
大槻　昌雄 ㈱大福機工商会
大槻 祐嗣 コスタヴィノス
岡　保美 Mic cosmetic plaza 福知山
奥田　友昭 ㈱福知堂
越智　大輔 ㈱国栄建工
片山　隆永 ㈱トラスト 福知山メモリー駅南ホール
亀田　政樹 K-peace

谷　龍太郎 ㈲谷牧場
玉垣真由美 ㈲高田商事　たかた荘
辻本　真 つじもと工芸社
時武　康太 ㈱かんとーす
中井　博之 エスポワール
中垣　昇太 ㈱中垣石材
西 克裕喜 日産工業㈱
原田　正大 ㈱マルテツ
細合　純一 ㈱細合実業
細田　武 本庄写真館
細見 裕弘 ㈱細見組
堀　大三 木の家具工房　えにし
松下　貴光 ㈱インテリア松下
松下　雅基 ㈲瓦松
水間　信成 ㈲京都事務機販売
溝川　俊介 三恵観光㈱
宮下　圭介 福知山保険設計㈲
村上　和則 PAS A PAS

森田　将人 森田装工社
森田　庸介 ㈱日匠設計
山本　敏博 ㈱トラスト 福知山メモリー駅南ホール
吉井　千智 岸下建設㈱
吉岡　満 ㈱創商
吉田　徹平 日吉電機㈱
和田　泰暢 船越税理士事務所

【新入会員】
青山　朋樹 ㈲オートブルージュ
足立　創斉 ㈲丸徳建築
足立　尚哉 以心伝心
足立　昌義 ( 一社）ヴァレンティア ASC
稲葉　樹 ル・クレア
井上　和也 橋本工業㈱
高見　哲也 ㈲高見乳販
三嶋　恭弘 ㈱ミシマ設備
吉岡　隆弘 PIZZA&GRILL IL PAZZINI

4 月 1 日現在【敬称略　順不同】

平成28年度 ＧＯＲＹＯ-ＭＡＲＵ特別委員会
委員長　谷　龍太郎
（有限会社 谷牧場）

　福知山 YEG の活動を広く知って
頂く為にできる限り取り組んでまいり
ました。皆様のご理解、ご協力があっ
たからこそ頑張ることができました。
一年間、ありがとうございました。
主な担当事業・・・・・・・・・・・・
・ホームページ作成／管理／更新
・YEGニュース発行　・月例報告

◆発行編集
　福知山商工会議所青年部 総務広報委員会
　発行責任者　髙木 宣彰
　２０１7年４月１日発行〒620-0037　京都府福知山市字中ノ27　TEL：0773-22-2108

http://www.fukuchiyamayeg.com

福知山商工会議所青年部私たちは明日の福知山を活気ある街にしたいと考えています。
あなたの若いエネルギーを私たちと共に燃やす喜びを味わいましょう。

－ 楽しく まじめに 育ち合う  そんな仲間に出会えます －

会員資格などの詳細は、福知山商工会議所内の青年部事務局にお問い合せいただくか、HPをご覧ください。 福知山YEG 検索

入会のすすめ 現在会員 70名 !!
ぞくぞく
入会中 !!

　平成28年度、丹波福知山御霊まつりの
プロジェクトリーダーを仰せつかりまし
た。皆様のご協力により、笑いあり涙あり
の素晴らしい祭りを盛大に開催すること
が出来ました。ありがとうございました。

主な担当事業・・・・・・・・・・・・
・10月例会「丹波福知山御霊まつり」

2016年
10月2日丹波福知山御霊まつり

福知山公立大学
オープンキャンパス

2016年
10月29日 福知山マラソン

ボランティア

2016年
7月30日

丹陽保育園 夏祭り
参加

2016年
11月23日


