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実行委員長を仰せつかりました辻昌裕です。
この、北陸信越ブロック大会砺波大会を開催、誘致するのに約 3 年前から活
動を致しました。24 年前に砺波市でブロック大会は開催されましたが、現在
の現役会員はその場にはいませんでした。今回、私たち現役会員にとっては初
のブロック大会です。このブロック大会に当たり組織を編成し、全会員が関われ
るように致しました。砺波 YEG が一枚岩となって望んでいくブロック大会に致し
ます。また、大会テーマ「一心伝心」～未来へ伝えよう私たちの心～と、致しました。
辻 昌裕
会員の気持ちを１つとし、現在『今』から未来への会員や未来を担う子供たちにそ
作庭 辻
の心を伝え、共に共感しあえる大会にします。10 月 19 日に加賀市で第 39 回北陸信
越ブロック大会が開催されます。その大会が終了しましたら、そこから私たちのブロック大会が始まります。
1 年間の活動の一瞬、一瞬を大切にし、心を一つに、未来に繋がる架け橋になるよう尽力し、砺波市の為、
会員の未来の為、未来を担う子供たちの為、頑張って参りますので多くのご支援をお願致します。
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～未来へ伝えよう
私たちの心～

2020 年 10 月 16･17･18 日に私たちの街 “砺波 “の地で 24 年ぶりにブロッ
ク大会を開催いたします。日本 YEG 会員は年間約 1,000 名以上増加し続
け、現在は全国で 約 34,000 名の会員を有する日本最大の青年経済人の
集う会となりました。日本全体を 9 つのブロックに分け、私たちが日々
活動 を行っている富山県は新潟県･石川県･長野県の 4 県で「北陸信越
ブロック」となっています。来る北陸信越ブロック大会では 2,400 名
を超える北陸信越の仲間達が期待を膨らませ砺波を訪れます。その仲
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間たちが、しっかりと砺波の魅力に触れ砺波のファンになって頂き、
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砺波の輝く未来への礎としたいと思っております。そのためには大会
（食品スーパーサンキュー）
を成功に導くことが必須です。まずは私たち砺波 YEG の心を一つに
し、その心を一人ひとりがしっかりと伝えていかなければいけません。
今回、大会を開催するにあたり開催地テーマを「一心伝心 ～未来へ伝えよう私たちの心～」
とさせていただきました。仲間の心を一つにする事、相手に心を伝える事はとても難しい
事でもありますし、時には辛い思いをする事もあります。しかしながら私たちはこの “壁”
を乗り越えて行かなければなりません。壁は一人では超えて行けません。YEG のスケールメ
リットを最大限に生かし、一人ひとりが共に力と知恵を絞り、助け合い乗り越えて行きたく
思います。24 年前に大会を開催した先輩諸兄の思いを受け継ぎ、私たちの心を今度は未来
の会員に伝え、永続的に求められ愛されるそんな砺波 YEG となるよう頑張ります 。
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大会会長予定者 第 40 回北陸信越ブロック大会砺波大会大会長予定者の中西です。
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原野

大会開催地テーマ

北陸信越ブロック 令和２年度北陸信越ブロック商工会議所青年部協議会会長予定者の潟沼です。
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専務理事予定者
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この役職は北陸信越の 30 単会から順番に輩出する事になっています。そして当年度の
会長の地元でブロック大会を行う流れになっています。本来ならば令和５年度に順番
が回ってくる予定でしたが、今現在の砺波ＹＥＧならば必ず砺波らしいブロック大
会を開催できると確信し手を挙げさせて頂きました。このブロック大会を通じて
得る事は富山県内外から 2,400 名の方々を迎える為に大会の企画運営を通じて
佐藤丈寛
㈲佐藤鉄工所
様々な事を学ぶ事はもちろんですが、やはり仲間を作る事だと考えます。これ
北陸信越ブロック
事務局長予定者
は 30 年に 1 度必ずやって来る激務でもありチャンスと思い砺波ＹＥＧメンバー
潟沼秀憲 と心を一つにして取り組みたいと思います。また、北陸信越ブロック代表理
㈲潟沼塗装店 事として日本商工会議所青年部の執行部という担いもあります。北陸信越ブ
ロック４県連、30 単会 2,400 名のメンバーの思いを全国に届け、単会だけで
は解決出来ない事や県連だけでは出来ない事を実現すると共に全国 34,000 名の情報を北信越の
石黒大輔
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仲間に届けたいと思います。当年度は砺波ＹＥＧより本江君と日本 YEG の執行部に所属します。
砺波大会実行委員会
監事予定者
同じ単会から執行部へ２名出向する事は非常に珍しい事です。砺波の魅力を全国に発信してブ
ロック大会には多数の方々に足を運んで頂くよう頑張ってきたいと思います。
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今年度 加賀大会
との意見交換

輪島 YEG との意見交換
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◇部会長予定者へインタビュー

①部会長を受けた想いについて /②現在の部会活動について /③部会として砺波大会への想い

北陸信越ブロック大会 砺波大会まで
あと一年となりました

プロジェクト部会
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～部会連携の要～
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【プロジェクト部会について】
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広報・記念誌部会

～大会 PR を充実し参加者増へ～

➀ 直接店舗まで実行委員長と
大会会長が訪れ、普段お世話に
なっていますので微力ながら手
伝いたいと思いました。
➁ 広報では同時に複数の案件
が他の部会より早く始まりま
清登達朗
す。現在の案件で大きな案件は
サイクルセンター プロモーションビデオ制作で、
清登
加賀大会が初披露になり、今が
制作の山場になります。
➂ 人へ思いを伝えるには顔を合わせ自分の
言葉でいうのが一番ではありますがミクロな
やり方です。一方で仲間全員に伝えるマクロ
なやり方を模索するのが私の部会かと思いま
す。どちらも大事にしつつ広報活動をしてい
きたいです。

分科会部会

～地域づくりと呉西広域圏の将来性を～

① 大会の成功が地域の発展に
少しでも携われるチャンスと捉
え、今自分ができることを精一
杯全うし、しっかり応えて行き
たいと思いました。
② 参加していただく皆さん
千田俊介
に、ここでしか味わえないよう
インテリアあゆみ な特別な体験ができる企画を考
案しています。
③ 砺波の魅力を発信することはもちろん、
新たな発見や体験を通じてまた訪れたいと
思ってもらえるような、地域の未来に繋げる
大会にしたいと思います。

① 私は実行委員会スケジュー
ル遂行中に部会長に挙がる経緯
がありました。事務局長の下で
活動をお手伝いできればという
思いで事務局次長という役をお
受けしました。
須田倫嘉
㈲ユアライフ ② 直近では加賀大会での砺波
キャラバンの準備確認と市内ホ
総合保険
テルの確認をしております。そ
して毎月の部会長会議、正副実
行委員長会議、実行委員会の資料等の取り纏め、
議事録等を部会で行っております。
③ 各部会が砺波らしい『おもてなし』ができ
るように日々会議、調査を行っております。こ
の想いを 1 つにまとめていくためにサポートし
ていきたいです。

物産展・OB サロン部会

～砺波の伝統・文化・産業を紹介～

① 昨年の単会活動の中で組織
運営や事業構築に触れる機会が
あり、北ブロ大会を通じ更なる
自己研鑽と会の発展に貢献でき
ればという想いで部会長をお受
けしました。
森 美紀
② 未熟な部会長なため皆さま
インブロッサム・ 方にはご迷惑をおかけしていま
リンクコーポレーションすが、部会メンバーから発信さ
れる新しいアイディアや意見を
反映することができる部会運営と心がひとつ
になる雰囲気づくりを心掛けています。
③ 大会趣旨に基づき、当部会のすべき最善
策を研究しながら、大会成功の一助となれる
よう努めてまいります。

記念式典・講演会部会
～礼節を重んじた設えに～

① 記念式典・記念講演会は、
大会の根幹を成す大事な部分で
あると認識しています。自分に
は荷が重いと思っていますが、
自分自身の成長の機会を頂けた
のだと前向きに捉えて頑張りま
福井久佐志
す。
Boulangerie&Café ② 部会はまだ手探りの状態で
霜月
はありますが、リハーサルや今
年度のブロック大会で多くを学
び、経験と知識を活かせるように活動してい
けるよう行動中です。
③ この大会を砺波の地で開催するまでには、
多くの方の思いや行動がありました。先輩方
の期待に応えられるよう、突き進んで行きま
す。
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プロジェクトリーダーとして、
部会長会議の運営をしていま
す。各部会間の折衝、議案に対
しての意見聴取、また各部会の
近況報告や相談など取りまとめ
熊野皓太
ています。初めて聞く役職で戸
㈲くまの洗濯堂 惑いましたが、部会長の想いが
カタチになるように、正副実行
委員長会議、実行委員会へとス
ムーズに伝えるパイプ役だと思います。また、
執行部からの連絡など的確に部会長に伝える役
でもあると思います。仕事と同じで、報告・連
絡・相談を密にし、大会運営を充実させていき
たい、そしてみんなでひとつになって大会を成
功させたいです。

事務局部会

～実行委員会に関わる会議運営を～

大谷工業㈱

前泊者懇親会・ナイト部会
～最高のおもてなしで砺波のファンを～

① 今年度総務委員長をしなが
ら部会長も…となるとすごく大
変になることを最初に思いまし
たが、期待に応えたい！私にし
かできないことをやりたい！と
この部会長を受けました。
萩原里依子
② 他ブロック大会の視察をし
Azure.
ながら、メンバー全員が案を出
し合いどうすれば最高の物がで
きるのかを模索しています。
③ 前泊者懇親会は全国からたくさんの役員
の方々が出席されます。
「砺波の魅力を発信し、
砺波のファンになっていただく」ことを目的
とし、前泊者懇親会、大会全てが大成功にな
るよう、心を伝えあい、心を一つにして頑張っ
ていきたいと思っています。

大懇親会部会

～全ての参加者の絆を深めます～

① 二度と経験することのでき
ない素晴らしい機会だと思い
受けさせて頂きました。
② 郷土の魅力をどうやって
伝えることができるのか、心
をひとつにできるような大懇
菅野源心
親会にするにはどうしたら良
㈱エスエス
いのかを部会メンバーと考え
ています。
③ 大懇親会は 2 時間と短い時間ですが、心
がひとつになり、砺波の夜は最高だった！ま
た砺波に行きたい！と感じていただける大懇
親会にしたいと思っています。

