各事業報告
事業名
開催日時

第 41 回通常総会
平成 26 年 4 月 26 日（土）
15：00～17：00

全参加者数： 43 名

開催場所

市役所市民ホール

委員会名

事務局

ＹＥＧ会員数： 42 名

その他参加者： 1 名

委任状出席を含む、100％の出席率で総会を開催し、下記案件が全て承認されました。
第 1 号議案 平成 25 年度事業報告及び収支決算の承認について
新入会員・卒業会員・退会会員の報告
第 2 号議案 規約改正について
第 3 号議案 平成 26 年度役員選任について
第 4 号議案 平成 26 年度会費・特別会費の金額及び納入方法について
平成 26 年度会費 年額 30,000 円 特別会費 10,000 円
徴収（納入）方法 年額一括払い 口座振替
第 5 号議案 平成 26 年度 事業方針（案）・事業計画（案）・収支予算（案）の承認について
また、箕面ＹＥＧのメンバーが 10 月 3 日と 4 日に開催される近畿ブロック大会のＰＲに来られまし
た。

事業名
開催日時

第 41 回通常総会懇親会
平成 26 年 4 月 26 日（土）
17：30～20：30

全参加者数：

56 名

ＹＥＧ会員数：

開催場所

松園荘 保津川亭

委員会名

事務局

38 名

その他参加者：

18 名

行政関係：栗山市長、今西局長、明田議長、桂川府議会議員
商工会議所：渡辺会頭、松山副会頭、清水専務、西田常務、谷田局長
女性会：藤岡会長、田中副会長

ＯＢ会帯々会：山内会長、久保副会長、福井先輩

京都府青連：山中会長

他団体：茂野支部長、中澤代表

亀岡市役所内市民ホールで第 41 回通常総会を終了した後、会場を移動し第 41 回通常総会懇親会を行
いました。
御来賓をお招きして、スクリーンを使い平成 25 年度の活動報告を行い、平成 26 年度の活動所信と活
動計画を発表し、今後の活動主旨を共有しました。また、ＯＢ会名誉会員田中英夫様と衆議院議員田
中英之様から祝電もいただきました。
その後は、各委員会メンバーの事業所や業務内容の紹介を行い、宴席での交流を通じて御来賓の皆様
や他団体の皆様と連帯の輪を広げました。

各事業報告

事業名
開催日時

にぎわい夏祭り

開催場所

平成 26 年 7 月 6 日（日）
11：00～14：00

全参加者数：

89 名

ＹＥＧ会員数：

委員会名
39 名

ガレリアかめおか料理実習
室・パサージュ・芝生広場
にぎわい交流委員会
その他参加者：

50 名

ガレリアかめおか料理実習室で食事を振る舞い、芝生広場ではミニイベントとして流しそうめんと竹
ぽっくりレース、パサージュではスーパーボールすくいを行い、子どもから大人まで楽しくリラック
スしながら、家族同士の交流も図っていただきました。
子どもたちにも綿菓子やかき氷を作ってもらい、食べるだけでなく作る楽しみも味わっていただ
き、笑い声と笑顔の絶えない事業となりました。

事業名
開催日時

京都府商工会議所青年部連合会
第 18 回会員大会亀岡大会
平成 26 年 8 月 23 日（土）
12：30～20：30

全参加者数：

325 名

ＹＥＧ会員数：

開催場所
委員会名
56 名

ガレリアかめおか 他、
市内各所
京都府青連
会員大会実行委員会
その他参加者：

269 名

去る 8 月 23 日に無事「京都府商工会議所青年部連合会 第 18 回会員大会 亀岡大会」を 325 名とい
う多くの参加者を迎えて成功することが出来ました。これもひとえに亀岡メンバーの結束の強さ、個
の能力の高さにほかなりません。準備諸々含めておよそ 1 年間の長き期間を経てようやく完成するこ
とが出来た会員大会でした。他単会の参加者から「満足した」
「充実した」とお褒めの言葉を頂いて
おります。何より事業に関わった亀岡メンバーからの「いい事業だった」という言葉が目的及び期待
される効果が達成できたものと感じております。

各事業報告

事業名
開催日時

臨時総会

開催場所

平成 26 年 9 月 24 日（水）
19：00～20：00

全参加者数：

73 名

ＹＥＧ会員数：

委員会名
72 名

ガレリアかめおか ２階
研修室
事務局
その他参加者：

1名

第 1 号議案 平成 27 年度会長予定者選出について審議を執り行い、伊藤秀一君が平成 27 年度会長予
定者となりました。
第 2 号議案 補正予算について審議を執り行い、京都府青連補助金の増額分は委員会予備費となりま
した。
委任状を含めた１００％の出席率で開催する事ができました。

事業名
開催日時

社長が倒れても大丈夫！
実践これからの人材育成
平成 26 年 9 月 25 日（木）
19：00～21：00

全参加者数：

61 名

ＹＥＧ会員数：

開催場所

湯の花温泉 京都・烟河

委員会名

３ＫＥＹプロジェクト委員会

39 名

その他参加者：

22 名

多くの事業所がかかえる類似の課題や問題点（経営者、スタッフ間での意思の疎通の難しさ等）を知
る為に、約一ヶ月前に会員各事業所にアンケートを実施し、その内容をいくつかピックアップし参加
者に分かりやすく視覚的に理解を深めてもらう為に、３ＫＥＹプロジェクト委員会が寸劇（ビデオ映
像）で紹介し、次に講師自身の経験から、課題を克服するために習得された人材育成のスキル（メン
ターリング）について講演をしてもらい、最後に問題解決の具体例を３ＫＥＹプロジェクト委員会に
よる寸劇で表現しました。各事業所から頂いたアンケートの内容については講師にすべてコメントを
いただき、事業終了後にＱＲコードから閲覧を可能にしました。相手をほめることにより自発的な行
動を喚起出来る事や、目標やビジョンに向かう為の方法を導き出せる事、スタッフに自尊心を持って

各事業報告
もらうことでスタッフ間で考え行動するようになり、経営者がプレーヤーではなくマネージャーにな
る事が出来ることなどを理解でき、今後の事業活動や家族内でも大いに活用できると確信しました。
特筆すべきは今までの研修事業では過去最高の参加者になった事です。その理由として事前に委員会
による PR ビデオ（事業所の課題を寸劇で問題提起をしこの解決は事業で・・といった内容）の撮影
をし、フェイスブックの府青連交流サロン、亀岡 YEG ページ、府青連会長会議で映像流して PR 活動
をしたことやメンバー作成の PR ビデオ、府青連メンバーへの働きかけが大きな成果を上げたと思い
ます。

事業名
開催日時

近畿ブロック大会
あふさか箕面大会へ行こう！
平成 26 年 10 月 4 日（土）
7：30～22：00

全参加者数：

20 名

ＹＥＧ会員数：

開催場所

箕面市内、大会会場各所

委員会名

事務局

19 名

その他参加者：

1名

行きのバスでは近畿ブロック大会亀岡大会のＤＶＤを見ながら作成した資料を基に近畿ブロック大
会について参加者に学んでいただきました。また単会紹介の時どうするかなどの打合せをスムーズに
行うことができました。
大懇親会では京都府青連メンバー全員と舞台前に集合し全国大会のＰＲをしました。

事業名
開催日時

かめおかわくわく職業体験
かめザニア vol.2 チケット販売会
平成 26 年 11 月 2 日（日）
8：45～14：00

全参加者数：

31 名

ＹＥＧ会員数：

開催場所
委員会名
30 名

ガレリアかめおか調理実習室
地域力活性化事業
特別実行委員会
その他参加者：

1名

午前 8 時前からチケット販売に並んでいただいている方がおられました。
午前 10 時販売開始予定でしたが、ガレリアロビーにチケット購入の列があふれた為、午前 9 時 45
分に販売時間を前倒ししました。
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チケット購入の為に、長蛇の列ができましたが、スムーズに列整理ができました。
午後 2 時に販売を終了しましたが、体験チケットを完売出来ませんでした。

平成２６年度
事業名

亀岡市商工業振興普及補助金対象事業
かめおかわくわく職業体験

開催場所

亀岡運動公園小体育館及び周辺

かめザニア vol.2
開催日時

平成 26 年 11 月 16 日（日）8:30～19:30

全参加者数：

79 名

ＹＥＧ会員数：

委員会名
43 名

地域力活性化事業
特別実行委員会
その他参加者：

36 名

○19 の事業所が、延べ 971 人分の職業体験を亀岡運動公園小体育館及び周辺にて、開催しました。
○10 時 30 分に体験開始し、16 時 30 分に体験終了しました。
○今回は、職業体験後にお給料と称して、仮想通貨 100KAME（カメ）をお渡しし、買い物ブースにて
買い物をしていただきました。
○付き添いを含め約 1300 人の来場者がありました。
○19 事業所の他に、亀岡警察署・亀岡消防署のご協力により、警察・消防の無料体験ブースも設置
しました。
○今回は、亀岡 YEG メンバー用 PR ブースを設置しました。

事業名
開催日時
全参加者数：

第６回京都府商工会議所

開 催 場

青年部連合会役員会

所

平成 26 年 11 月 19 日（水）

委 員 会

14:30～21:30

名

56 名

YEG 会員数：

17 名

湯の花温泉 京都・烟河
Bridge Communication 委員会
その他参加者：

39 名

各事業報告
亀岡メンバーからも１７名の参加をいただき、会員大会の決算審議を受ける場に立ち会うことができ
ました。
また、懇親会では府連メンバーとの交流をはかり、PV 上映後に十倉実行委員長の御礼の言葉と共に
亀岡メンバー全員で登壇いたしました。最後に、岡村大会会長より全国大会の挨拶をいただき、より
深い絆をつくれました。

事業名
開催日時

『和』心の旅 in 仙台 ～今を見つめ未
来へ～
平成 26 年 11 月 30 日（日）

全参加者数：

～12 月 1 日（月）
26 名

ＹＥＧ会員数：

開催場所

宮城県、福島県

委員会名

『和』輝きを未来へ結ぶ委員会

15 名

その他参加者：

11 名

当日は仙台空港より仙台ＹＥＧメンバーの清川委員長のご配慮で語り部の方に同行して頂き 2 日間
に渡り現地の詳細な説明や震災当時の貴重な実体験を交えながらガイドをして頂きました。
1 日目は宮城県を中心に視察を行いました。閖上地区では日和山という標高 6.3 メートルの被災地
を見渡せる山に登り頂上にある忠魂碑の前で礼拝しました。石巻では追波湾の河口から 4ｋｍの場所
に位置する大川小学校を視察しました。そこでは 5 分で避難可能な裏山があるのに判断の遅れや間違
いで新北上川を遡上してきた津波により児童 74 名（108 名中）、教員 10 名の命が亡くなるという学
校関係では最大の被災場所でした。女川では海抜 16ｍの高台に位置する女川町立病院を視察しまし
た。病院では 16ｍという高台にありながら 2ｍ以上の被害があり、実際にその場に立ち海を見下ろす
ことにより津波の凄まじさを擬似体験する事が出来ました。
夜には仙台ＹＥＧメンバーの方とディスカッションとして、青木副会長をはじめとしまして 3 名の
メンバーの皆様から経営者としての苦難からの復興について御講話を頂き学びの場となりました。そ
の後、交流会を行い震災当時の体験談やビジネスの話、またＹＥＧについて熱く語らいました。
2 日目は福島県を中心に視察を行いました。福島第一原発から 10～20km 圏内の小高区では避難指
示解除準備区域という昼間は立ち入る事が出来るが宿泊することが出来ずゴーストタウンと化して
いました。その後、海岸沿いに被災状況や除染作業を見ながら海岸線から 200ｍの場所に位置する山
元町立中浜小学校を視察しました。そこでは校長先生が二次避難所までたどり着く時間がないと判断
し、二階建て校舎の屋上に避難し児童や教員、保護者等の総勢 90 名（児童 59 名）全員が生還しまし
た。
事業を通してあの日・あの時を忘れない気持ち、自然災害の脅威、そして防災対策の大切さを学ぶ
事が出来ました。避難マニュアルは作成するだけではなく定期的な避難訓練の実施をする事により、
より良いものへとなる事、またマニュアルを盲信せずその時々の状況に応じた最適な判断の大切さを

各事業報告
学ぶ事が出来ました。
現地の方が言っておられました「より良い判断は、危機意識の高さと直接見聞きした何気ないこと
あ

す

の積み重ねが背景となる」という言葉通りの貴重な体験、そして未来への活力となる事業となりまし
た。
参加して頂いたメンバーの皆さんから現地で見聞きした体験を元に意見を戴き 3.11 追悼事業で参
加出来なかったメンバーそして市民の方へ、あの日・あの時の事そして今の状況を発信していきます。

事業名
開催日時

にぎわい忘年会
平成 26 年 12 月 9 日（火）
18：00～21：05

全参加者数：

51 名

ＹＥＧ会員数：

開催場所

湯の花温泉有楽荘

委員会名

にぎわい交流委員会

42 名

その他参加者：

9名

商工会議所：渡邉会頭、松山副会頭、川勝副会頭
OB 会帯々会：山内会長、久保副会長、川原事務局長、福井先輩、佐藤理恵先輩
ＹＥＧメンバーと亀岡商工会議所三役、ＯＢ会帯々会の皆様をお招きして忘年会を開催しました。美
味しい料理に舌鼓を打ちながら、参加者全員が楽しく親睦と交流を図っていただけるように、余興で
は懐かしのＴＶ番組や人物、そしてメンバー紹介を兼ねた問題を出し、賑やかな楽しい時間を過ごし
ていただきました。
また、会員大会亀岡大会、かめザニアの報告と、２月に開催される日本ＹＥＧ第３４回全国大会京都
大会のＰＲを行い、皆様方へお礼と、そしてお力添えをいただく機会を設けました。

事業名

The departre’s day ～繋がり～

開催場所

玉川楼

委員会名

事務局

平成 27 年 3 月 4 日（水）
開催日時

卒業式

19:30～20:50

最後の!?㊙晩餐会 21:00～22:30

各事業報告
全参加者数： 44 名

ＹＥＧ会員数： 41 名

その他参加者： 3 名

卒業生のひととなりや、今までの YEG 活動を映像で披露し、卒業証書の授与を行いました。また、卒
業生各々に繋がりの有るメンバーや先輩に送辞をいただき、卒業生のスピーチを答辞とし、卒業証書
授与式を締めくくりました。懇親会では、卒業生の御家族からお手紙やビデオレターを頂き、家族と
の温かい繋がりを再認識できる場面や、直前会長や特別会員として残っていただいたメンバーの皆様
にもスピーチをして頂ける場面を設けました。また、卒業生のスピーチの中でも、「YEG での繋がり
を大切にして事業所の発展に取り組みたい。」とのお言葉を頂いたので、この事業を通じて繋がりを
実感し、より強固になり、卒業生の新たな旅立ちへと繋げることができたと確信します。

災害支援事業『和』
事業名

あの日・あの時を忘れない

開催場所

大圓寺 亀岡西町

委員会名

『和』輝きを未来へ結ぶ委員会

～東日本大震災 鎮魂と復興への祈り～
開催日時

平成 27 年 3 月 11 日（水）
17:00～20:00

全参加者数：

84 名

ＹＥＧ会員数：

33 名

その他参加者：

51 名

東日本大震災追悼事業として３年目の開催となり、今年は西町 大圓寺様に会場をお借りし、亀岡市
仏教会様のご協力をいただき開催することが出来ました。寒さが厳しい日でしたが開始時間の前から
一般市民の方々にもご参詣いただけました。
本堂では、
被災しお亡くなりになられた方々への法要を行い鎮魂とご冥福をお祈りしました。その後、
メンバーにより昨年１１月に開催の『和』心の旅 in 仙台～今を見つめ未来へ～の事業報告を行いま
した。また、廊下に事業当日の被災地をパネルで展示しました。仙台 YEG メンバーである仙台中央タ
クシー株式会社より震災の語り部タクシードライバー佐藤様にお越しいただき、報道や記録資料では
感じ取れない大震災当日の状況や体験談、また被災地の現状等を語っていただきました。終了時間ま
で語り部さんとフリートークをしていただける良い場となりました。
境内では、粗供養として岩手県の郷土料理「ひっつみ汁」を振舞いました。手作りの灯明とろうそく
により未来への希望の光を灯しました。駐車場では、未来への希望を願う“復興丼”を限定販売し、
すべて完売しました。収益によりえんぴつ(２７ダース 15,184 円)を購入し、仙台 YEG を通じて宮城
県山元町立坂元小学校に届けます。亀岡商工会議所の厚意によりかめまる缶バッチも一緒に届けま
す。
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事業名
開催日時

第６回亀岡 YEG グランプリ
平成 27 年 3 月 15 日（日）
18:00～22:00

全参加者数：

64 名

ＹＥＧ会員数：

開催場所

湯の花温泉 京都・烟河

委員会名

３KEY プロジェクト委員会

43 名

その他参加者：

21 名

通称かめザニア実行委員会を含む平成 26 年度の各委員会が、実施した事業を一つエントリーし、映
像等を用い事業 内容を発表していただきました。事業に参加されていないメンバーや他単会のメン
バーにもわかっていただける発表内 容で、皆で振り返り、検証することができました。事業内容を
発表後、会場内から良かった点の意見をいただき、自尊 心を高められるコメントをいただけ、感想
や次に繋がるアイディア等を検証用紙に記入していただきました。検証用紙 にいただいたコメント
は今年度中にまとめ、メールで各委員長にお渡しし、次年度以降の事業立案の参考にしていただけま
す。投票は各項目に一番ふさわしいと思う事業を投票していただき、集計後、亀岡ＹＥＧグランプリ
と会長特別賞、あげあげ MVP の授賞式を行いました。亀岡ＹＥＧ大賞は地域力活性化事業特別実行委
員会のかめおかわくわく職業体験 ～かめザニア Vol2～が受賞し、会長特別賞は 3KEY プロジェクト
委員会の研修事業「社長が倒れても大丈夫！実践これからの人材育成」が受賞しました。あげあげ
MVP は輝きを未来へ結ぶ災害支援事業にコメントをいただいた京都 YEG 倉地陽一君が受賞しました。
次年度以降、受賞を励みとし、また、受賞を目的の一つとしてもらうことで、より積極的に 事業に
取り組む動機となります。

事業名

HP と facebook ページの運営

開催場所

Web 上

開催日時

平成 26 年４月～平成 27 年３月

委員会名

事務局

ＨＰでは「会長方針」
「組織図」
「メンバー紹介」
「委員会紹介」
「事業報告」を掲載しました。新たに
「新着情報」にＦＢの事業報告記事をリンクさせました。かめザニア vol.2 などの事業告知をしたと
きは、ＨＰの「いいね」数が 30 件以上増えるなどＨＰ・ＦＢページの連動性を有効活用ができてい

各事業報告
ることを実感できました。
ＦＢページでのメンバー紹介は３名希望者があり、渡辺会長 2,800 件、南崎君 1,600 件、小笹君 900
件のリーチが獲得できました。これは他の事業報告の数値よりも高く、閲覧者は「事業」よりも「人」
に対しての関心が高いことがわかりました。
ＨＰの「いいね」１４１件。前年から３７件増。ＦＢの「いいね」１８４件。前年から８０件増。
【ＦＢページのデータ】
（平成２７年３月６日時点）
●リーチ数の多い記事ベスト１０
１位：渡辺会長紹介 2,800 件、２位：花火大会クリーン作戦 1,700 件、３位：会員大会お礼文（渡辺）
1,680 件、４位：南崎紹介 1,600 件、５位：会員大会事業報告 1,400 件、６位にぎわい忘年会 1,300
件、７位：災害支援事業の事業告知 1,100 件、８位：にぎわい夏祭り 960 件、９位：小笹紹介 900
件、１０位：次年度会長伊藤君に決定 830 件
●「いいね」数の多い記事ベスト５（100 件超のみ）
１位：南崎紹介 142 件、２位：渡辺会長紹介 137 件、３位：小笹紹介 122 件、３位：会員大会事業報
告 122 件、５位：花火大会クリーン作戦 109 件

事業名

名刺作成

開催場所

開催日時

平成 26 年 4 月 1 日～27 年 3 月 31 日

委員会名

作成者数：

事務局

18 名

今年度入会者及び役職変更者１８名（平成２６年１２月３１日入会者まで）を対象に１人あたり
１００枚の名刺を作成いたしました。

