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会　長

江川 哲生 氏

副 会 長

菅波　希衣子 氏

今　年　の　抱　負

　昨年は、数年かけても変化できるかわか
らないようなことが、ほんの数ヶ月でアッ
プデイトできたことに驚きを感じています。
　もう以前のようには戻ることはなく、今
がニューノーマル又はもっと前進（アップ
デイト）する 1 年になると考え、昨年以上
にたくさんのことにチャレンジしていきた
いです。
　全国ユース会として 6 月開催の代表者セ
ミナー（北九州）、そして 11 月開催の全国
交流大会（熊本）も過去にないアップデイ
トした大会となる予定をしていますので、メ
ンバーの皆様どうぞ楽しみにしていてくだ
さい。

（商中本店ユース会
株式会社ライフサポート・エガワ HD
代表取締役社長）

　“会社”の語源を紐解けば、蘭学所を翻訳
するために作られた和製漢語だそうだ。当
初は広い意味で「集団」「団体」を意味して
いたとのこと。著述家の石井研堂氏も「“会”
も“社”も、文字の本義は、一字にて衆人
集団の意義なるべけれども、今日にては、そ
れを二字重ねて法律的にも動かすべからざ
る新語となれり。されば、最初は種々の意
義に用い、役所、仲間、組合、協会、また
は会の義に混用せるが…」と述べている。
また、会社を意味する英語の“COMPANY”
は、広義の意味で「ともに（COM）パン・
食事（PANIS）を食べる仲間（Y）」となる
ようだ。
　世界を未曽有の状態に陥れたコロナの影
響で、経済と生命の両立は言うに及ばず、イ
ンターネットと言うツールの活用が今まで
以上に盛んとなった昨今では、働く場所で
ある会社の在り方も考えさせられた。リア
ルに集うことが難しい状況下で、人の集う
場所がサイバー空間上となっていったとき
に、同じ行動を共にする集団＝会社の長と
してどのように旗振りをしていくのか、そ
もそも製造業である弊社においてリアルで
はなくサイバー空間での集いが会社として
の意味をなすのか…などなど。きっと同じ
ような思考の迷宮に足を踏み入れた方もい
るのでは？
　傍（はた）が楽（らく）することができ
るよう、人が動いて働くという字を創る意
味を考えながら、2021 年も悩み、決断し、
戦い抜いていきたいと思う。
　COMPANY のもとは COMPANION。つ
まり仲間であり、友人であり、連れだそうだ。
リアルに会すことはできなくとも、時代を
越えた本質ともいえる私の COMPANION で
あるユース会会員の皆様には、これからも
苦楽を共有しながらご指導ご鞭撻を賜りま
すよう伏してお願い申し上げますと共に、皆
様方のご健勝と益々のご活躍、また会員企
業様のご発展を心より祈念する次第です。ど
うぞ今年もよろしくお願い申し上げます。

（商工中金東京ユース会
ワッティー株式会社 代表取締役社長）

2021 年　新春を迎えて

全国ユース会活動スローガン

全国ユース会役員に聞く



商工中金全国ユース会報令和 3年 1月 （3）

副 会 長

岩田 卓也 氏

　毎月のスケジュール表の一角を占めてい
たユース会行事が悉く無くなっているのは
寂しい限りです。
　とくに全国交流大会や代表者セミナーを
準備してくださった熊本・北九州をはじめ
九州地区ユース会の皆様、ひと際残念な思
いであったと心情をお察しします。皆様の
準備と努力が一年の延期を経て本年花開く
ことを心から願っております。
　コロナ禍において改めて感じたこと。全
国ユース会の「アップデート」と商工中金
の「変わらない使命のために変わり続ける」
という 2 つのスローガン。まさに混乱の世
の中で自身や経営に求められている課題で
あり使命ではないかと思います。時代の変
化を革新の機会と捉え、ともに飛躍できる
一年になることを祈念して、全国ユース会
の運営に携わっていきたいと思います。
　本年もユース会活動にご支援ご協力賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。

（名古屋中金ユース会
株式会社岩田商会 代表取締役社長）

副 会 長

島田 源太 氏

　昨年開催予定でした全国交流大会は一年
延期のご承認をいただき第 34 回全国交流大
会として熊本で開催されます。
　新たなスタイルでの全国大会。皆様を万
全の状態でお迎えできるよう熊本ユース会
一丸となって大会に向けて再始動しました。
　雄大な阿蘇に天草の海、ゴルフに馬刺し
に豚骨ラーメン。
　遊ぶトコ美味しいトコ、そして熊本城と
元気いっぱいの熊本ユース会。
　アマビエゆかりの地、肥後の国、熊本！
　改めて今秋 11 月 12 日、熊本にて全国の
ユース会会員の皆様のお越しをお待ちして
います。

（熊本商工中金ユース会
株式会社あつまるホールディングス
取締役副社長）

副 会 長

濵口 健宏 氏

 　“令和”という言葉の意味は、“人々が美
しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ”
という事だそうです（安倍前総理時代の首
相官邸ホームページより）。昨年一年を振り
返れば、人々の心のすさみ様は日を追うご
とに進んでしまい、身体を寄せ合う事を遠
慮してしまう中、心を寄せ合うなど期待す
ることすら難しい世の中に変化してしまい
ました。そして、新しい文化というか生活
習慣が、あまり望ましくない形で生まれつ
つある感じもしています。そう考えれば、
この状況を予期していたかのような、“令和”
という言葉、凄みすら感じてしまいます。
　令和 3 年、本来の“令和”という言葉の
意味を実感できる日が来る事を祈りつつ、
自分自身に出来ることを日々続けていくの
みです。

（大阪商工中金ユース会
日建産業株式会社 代表取締役社長）
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理　事

山尾 直嗣 氏

　昨年は新型コロナウイルスの影響でユー
ス会の活動も出来ず、当たり前の生活すら
ままならない特別な年でした。私の家業も
旅館経営をしており、春先から約 3 ヵ月程、
休館を余儀なくされました。東日本大震災
も経験しておりますが、まさに創業以来の
最大の危機に直面しました。Goto トラベ
ルなども有り、少しずつ回復はしてきまし
たが先の不安はぬぐえません。今年は東日
本大震災から 10 年という事で様々なイベ
ントが東北で行われます。新型コロナウイ
ルスが収束し普通の日常に戻るのを願うば
かりです。今年のユース会活動は昨年の分
も含め、例年以上に積極的に参加し会員交
流を深めたいと思っております。本年もど
うぞ宜しくお願い申し上げます。

（みやぎ商工中金ユース会
水戸屋開発株式会社 代表取締役社長）

理　事

橋本 博文 氏

　コロナ禍の影響で昨年 6 月に八戸で開催
予定でした東北地区ユース会ブロック大会
を 1 度は延期しましたが収束の兆しが見え
ない状況の中で残念ながら中止の決定をさ
せていただきました。
　今、私達の生活や商売は大きな影響を受
け、今までの常識や経営のやり方、考え方
も変わらざるを得ません。コロナ禍に対応
する改革や新たなサービス導入により、ウ
イズコロナ、アフターコロナ時代をどう生
き抜き、打ち克つかが企業の課題になりま
した。
　そのような中で先ずは経営者が健康でな
ければならないと考え、今年は自分の健康
に取り組みたいと思います。古代ローマの
詩人ユヴェナリウスの言葉に「健全なる肉
体に、健全なる心」というのがありますが
1 年間体と心を鍛え、己に打ち克ち、コロ
ナに立ち向かっていきます。本年も宜しく
お願い申し上げます。

（八戸商工中金ユース会
株式会社橋文 代表取締役社長）

理　事

桑原 隆之 氏

　昨年はコロナ禍の中、一企業の努力だけ
ではどうしようもない大きな波に飲み込ま
れて、短期間に劇的な生活習慣の変化を求
められました。それに伴い、企業の対応力、
個々の地力が試されたように感じます。正
直何をどうすればよいのか答えはなく、社
長としては八方ふさがりで、会社も機能を
停止せざるをえない状況でした。時間がた
つにつれただ黙っているだけではだめだと
思いとにかく一歩でいいから前へ進もうと
声を上げ、社員も一丸となってついてきて
くれました。そして「新しい生活様式」の
もと会社も少しずつ前へ動き出しました。
まだまだ、予断を許しませんが、早くこの
状況が収束して皆様が平穏な日々を過ごせ
るよう心よりお祈り申し上げます。

（札幌商工中金ユース会
クワハラ食糧株式会社 代表取締役）
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理　事

森田 公博 氏

理　事

安藤 洋平 氏

理　事

富田 純正 氏

　昨年の年初、誰もが予想していなかった
不安や混迷に満ちた 1 年を過ごして参りま
した。仕事では電話やメールに加え、画面
を通しての打ち合わせを人数制限された会
議室や自宅で行ない、毎度会っていた仲間
たちとも電脳空間で言葉を交わすことを余
儀なくされ、まさに新しいことにチャレン
ジした難しい年でした。引き続きこのよう
な状況下での年明けですが、今までとは違
う手段やアプローチでこの新常態に挑み、
数年後、いや数十年後にあの時が良い転換
期だったと懐かしく思えるような年を皆様
と楽しむくらいの気持ちで過ごして参りた
いと思っておりますので、変わらぬご指導
ご鞭撻を頂けます様、よろしくお願いいた
します。

（松戸商工中金ユース会
株式会社アンテックス 代表取締役社長）

　世界中の誰もが予想できなかった事態と
なり、世の中は、ガラッと変わりました。
環境や生活スタイルのみならず、企業経営
の在り方を改めて考え直さねばならない状
況下となりました。苦労も絶えませんが、
下を向いていても何も始まりません。今こ
そ、新しいビジネスチャンスです。
　この 10 か月ほどの間に、我社では、よ
り一層の効率化と社会貢献をテーマに、あ
らゆる領域で再構築を図るチャンスが生ま
れました。「SDGs」もその 1 つです。また
一方、過去には思いもよらなかったような
レンタカーの新たな利便性に気付き、新し
いお客様の開拓、新営業所の出店も再始動
しました。
　もう、過去の生活には戻りません。新し
い時代の到来です。まさに、「変化し続け
た者だけが生き残れる」それを強く感じる
1 年となるでしょう。皆様との笑顔で楽し
い時間が、少しでも早く訪れることを心よ
りお祈り申し上げます。本年も何卒よろし
くお願い致します。

（渋谷中金ユース会
日進レンタカー株式会社 代表取締役社長）

　願いを込めて。
　本年が、希望に満ちた良い年になります
ように。
　本年は、干支である「丑」にちなんで、
できることを一歩一歩着実に実行し、絆を
深めていければと思っております。
　また、来年、当ユース会が 40 周年を迎
えます。諸先輩方や他ユース会の皆様との
出会いから学んだことなどを引継ぎ、新た
なる 10 年への『アップデート』に微力な
がら貢献できればとも考えております。
　本年の熊本での全国交流大会において、
皆様と有意義なひとときを過ごせますこ
と、楽しみにしております。
　年頭にあたり、皆様のご健勝とご多幸、
企業益々のご繁栄をご祈念申し上げます。

（足利商工中金ユース会
足利印刷株式会社 代表取締役） 
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理　事

五味 武嗣 氏

　未曾有のコロナ禍の中、ユース会会員の
皆様も大変なご苦労をされているかと拝察
致します。昨年は、代表者セミナーや全国
交流大会も中止となりました。感染を避け
るためとは言え、各種行事を楽しみにして
いた私にとってはとても残念な一年でし
た。しかし、いつまでも手をこまねいてい
るわけにはいかないので、諏訪ユース会で
は With コロナ時代に対応して年末の例会
をリモートで開催しました。お酒無しの例
会は久しぶりでしたが、これからは新しい
生活様式のひとつの形としてこのような例
会のやり方も必要なのかも知れません。
　何かと不便の多い今日ですが、この状況
が一日も早く解消され、平穏な日々が取り
戻せるよう心から願っております。

（諏訪商工中金ユース会
株式会社共進 代表取締役社長）

　昨年は年明けから新型コロナウィルス感
染症の拡大によって日常が一変してしまい
ました。
　そして今年、私たち神奈川地区ユース会
は横浜支店、横浜西口支店、川崎支店の三
店舗の拠点を現横浜支店の場所に統合しま
す。日常も社会活動も新しい様式が求めら
れる年になりそうです。
　昨年まで各支店ユース会で各々の行事を
通じて、また三店舗のユース会同士も支店
対抗親睦ゴルフコンペ等を通して和気あい
あいとやってきました。今年も引き続き、
それぞれ各ユース会の親睦はさらに深めて
頂き、神奈川地区としましては今年からは
一つ屋根の下になりますので、世代や業界
だけでなく、風土、支店間の垣根も超えて、
精神的なディスタンスを更に近いものにし
て、パワーアップした神奈川地区ユース会
となって令和三年も前進していきたいと思
います。
　本年もどうぞ宜しくお願い致します。

（川崎中金ユース会
城南工機株式会社 代表取締役社長）

　新時代「令和」が幕開けし、二年目を迎
えた昨年は、コロナ禍において世の中の価
値観や物事の考え方、社会の仕組み等が激
変した節目の年であったといえるのではな
いでしょうか。ユース会会員各社の皆様に
おかれましても、経営に苦心された年で
あったことと存じます。
　ユース会活動においても全国的に諸行事
が延期・中止となる中、本店・神田両ユー
ス会の統合イベントも例外ではない状況
下、新生本店ユース会として静かに船出い
たしました。
　今年は一刻も早いコロナ終息を願い、世
の中と全国のユース会が元気を取り戻せる
よう、そしてジャイアンツが日本シリーズ
でせめて一つは勝てるように、諸々頑張っ
てまいります。本年もよろしくお願い致し
ます。

（商中本店ユース会
日本駐車場救急サービス株式会社
代表取締役社長）

理　事

田中 直哉 氏

理　事

森井　清 氏
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　感染症対策に終始した一年が終わり、新
しい一年を迎えました。本年は東日本大震
災から 10 年、911 同時多発テロから 20 年、
湾岸戦争・ソ連崩壊から 30 年、太平洋戦
争開戦から 80 年を迎える年となります。
世の中が大きく転換する時とは、往々にし
て痛手や不安に直面する時でもありました
が、いま振り返ればその多くを乗り越え、
世の中はより平和により豊かになっている
と感じます。私も今年五〇歳。岐阜商工中
金ユース会の代表幹事も四年勤め本年は任
期満了の年となります。これまでの皆様か
らのご厚情に感謝申し上げると共に、久し
ぶりに一会員に戻り心機一転ユース会活動
を楽しむ一年にしたいと思います。

（岐阜商工中金ユース会
カワボウ株式会社 代表取締役）

理　事

川島 政樹 氏

理　事

三浦 桂路 氏

　まずは、医療従事者の皆様に感謝申し上げ
たいと思います。
　昨年はコロナの影響により、ユース会活動
が中止となってしまい、皆様にお会いできな
かった事をとても残念に思っています。代表
者セミナー開催に伴う準備をしてくださった
皆様、全国交流大会開催予定だった熊本の皆
様、並びに実行委員会長はじめ、九州・沖縄
地区ユース会の皆様におきましては、非常に
悔しい思いだったと思いますが、今年の開催
を信じて楽しみにしています。
　まだまだコロナの影響が続くと予想されて
いますが、健康には注意して、全国ユース会
メンバーの底力でこの難局を乗り切り、次回
お会いできることを楽しみにしています。　
　皆様、本年こそ宜しくお願いします。

（商工中金浜松ユース会
株式会社サンレックス 代表取締役）

　昨年は今までに経験した事がない年にな
りましたね！色々な状況になっていると思
います。業種によってはコロナ禍でも影響
が少ない所、影響が大きく出ている所と、
様々だと思います。ユース会でも影響が出
ました。代表者会議、全国大会までもが開
催できない状況に。
　準備をしてきた方々の思いが分かります
が、氣持ちを切り替えるしかありませんね。
各ユース会活動もなかなか開催できない状
況がまだ続きます。
　しかし、こんな状況でもやれる事はたく
さんあると思います。コロナのせいにする
のではなく、コロナ禍だから出来る事、出
来た事が必ずあると。
　今年はそんな中、1 日でも早く景気回復
する日を願いながら、その時に備え、更に
今出来る事を行っていきます。ユース会活
動も、仕事も！
　皆さんと情報共有し、行動し、コロナを
乗り切りましょう！
　本年は必ず良くなる事を信じて！
　皆様、どうぞ宜しくお願い致します。

（熱田中金ユース会
株式会社テクノプラスト 代表取締役）

理　事

中村 明 氏

理　事

北川 善昭 氏

　皆様も感じられているようにコロナ禍
で多くの制約が発生しています。一方で、
今までできなかったことがこの制約のお
かげで可能になったということも僅かな
がらあります。例えばリモートでの会議。
わずか数時間の会議の為にその何倍もの
時間を使って移動したのが嘘のようです。
このコロナ禍を乗り切った際に、ユース
会の皆様と、「でも、これだけはコロナ禍
のお陰で可能になったね。」と笑えること
が待ち遠しいです。

（商工中金石川ユース会
株式会社イーピーエム・グループ 代表取締役）
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理　事

伊藤 康次郎 氏

理　事

北村 英樹 氏

　まさかこの様な一年になるとは…、これ
が昨年 2020 年の素直な印象です。
まずは新型コロナに最前線でご対応いただ
いている医療従事者の方々に対し感謝を申
し上げたいと思います。
　経験したことのないこのコロナ禍の中
で、我々経営者も様々な課題に直面をいた
しました。 ユース会のメンバーからは、
人の交流が制限され情報不足で不安だとの
声があり、11 月に情報交換会をリモート
参加も含めて開催したところ、とても有意
義な時間を過ごすことが出来ました。
あらためて「ユース会」がメンバーの大き
な支えになっていることを感じた次第で
す。
　今後も新型コロナと付き合っていかなく
てはなりませんが、様々な変化を前向きに
捉え、一歩一歩でありますが新しいビジネ
スモデルに向け、ユース会メンバーと力を
合わせていきたいと思います。

（滋賀中金ユース会
草津電機株式会社　専務取締役）

　昨年の熊本大会は新型コロナの影響で延期
となってしまいましたが、島田実行委員長を
はじめ準備に携わる皆さまの気苦労を察する
と大変心が痛みます。本年無事開催できるこ
とを祈念するとともに熊本での再会をとても
楽しみにしております。
　さて、観光分野を主戦場とする弊社もその
影響を大きく受けました。稼ぎ時である春夏
は、これまでに経験した事がない程の厳しい
売上となりました。そうした中、私は「三つ」
の力に支えられています。一つ目は商工中金
様の心強い支援です。二つ目はユース会の仲
間達です。決断が難しいこの状況下でも、果
敢に前進する姿に大きな刺激を受けていま
す。そして三つ目は会社の仲間達です。この
混乱の中、従業員同士の結束がより強くなり
ました。コロナ禍において「密」は禁物です
が、これら「三つ」の力から大きな原動力を
与えてられています。先の見通しが立ちにく
い大変な時代ですが、今は自分が成長できる
大きなチャンスと捉えています。
　“谷深ければ山高し”今年は良い年にしま
すよ！

（京都中金ユース会
京都宝製菓株式会社 取締役 経営企画室長）

　

理　事

藤野 和仁 氏

　2020 年は、コロナ一色でした。日本経済
は緊急事態宣言、自粛要請により大きなダ
メージを受けてしまいました。全国ユース会
も代表者セミナー、全国交流会が 1 年に延期
され、寂しい 1 年となりました。
　厳しい状況の中、梅田中金ユース会は昨年
10 月に感染予防対策を万全にして会員発表
会を実施致しました。当日は予想以上のメン
バーが集まり、参加できない方もリモートで
参加するなど大いに盛り上がりました。この
時ユース会メンバーの笑顔を見てユース会は
やっぱり必要なのだと確信致しました。
 2021 年はコロナの 1 日も早い終息と全国の
ユース会メンバーと笑顔で語り合うことを心
から願っております。今年も何卒よろしくお
願い申し上げます。

（梅田中金ユース会
スモカ歯磨株式会社 代表取締役社長）
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理　事

岡田 哲矢 氏

　昨年はいろいろな意味で予想を裏切られ
た年でした。年明けから発生した新型コロ
ナウイルスによるビジネス環境・生活環境
の大幅な変化に翻弄される一年でした。人
と人との直接の関わりが制限される事態に
陥ったこともあり、昨今じわじわと進めら
れてきた働き方改革への対応策が準備不足
のまま一気に本番運用へと移行された形と
なりました。それなりに運用できています
が、個人的には大きな忘れ物（検討不足）
がありそうで不安です。本年度もテレワー
ク、web 会議等の運用は引き続き加速して
いくと思いますが、大きな忘れ物をしない
ように、新年より確りと基本に立ち返って
再検討する一年にしたいと思っています。
　事業的には昨年度スタートしたインドネ
シア工場２年目となります。順調に事業を
できていますが、コロナ禍にあってやりた
い事の半分がまだ出来ていない状態です。
焦る気持ちもありますが、焦らず弛まず一
歩一歩できることを進めていく一年とでき
ればと思っています。

（徳山中金ユース会
徳機株式会社 代表取締役社長）

　昨年は年明けよりコロナ一辺倒な年とな
り、一年間ほぼユース会活動はもちろんの
こと、外出までもが制限され、すべてのこ
とにおいてチャレンジできない年となって
しまいました。
　しかし、悪いことばかりではなくリモー
トが普及することで会議や面談が効率化さ
れ、ゼネコンの安全協議会に関してもリ
モートでの開催が検討される等、時間に対
して良い意味で新たな価値観を持つことが
できました。
　今年はコロナ禍で培った経験をプラスに
考え、メンバーの成長につながるユース会
活動や社業、趣味に邁進してまいります。
本年もよろしくお願い致します。

（広島中金ユース会
真志田建材株式会社 代表取締役社長）

理　事

真志田 宜住 氏

理　事

国東 宣之 氏

　昨年は新型コロナウイルスの影響により、
楽しみにしていた東京オリンピックや熊本
で開催する予定のユース会全国交流大会等、
次々と中止になりました。今は時間が経て
ば経つ程に一歩ずつではありますが回復の
兆しが見えて来ていることに嬉しさを感じ
ています。
　今年は第 33 回目となる熊本での全国交流
大会が開催される予定となり、熊本ユース
会を始め、九州各県の皆様には大変感謝を
しております。11 月には是非、皆が笑顔で
熊本に集結し、存分に楽しめれば良いなと
心から願っています。
　また、東京オリンピックも開催されると
思います。日本中が大きな盛り上がりの中
で新しい日本が生まれるのかなと今からワ
クワクします。個人的には大好きな旅行を
楽しみたいと思います。
　元号は令和となりました。令和とは、「人々
が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ
育つ」との意味が込められているようです。
本年が皆様にとってご健康やご多幸であり
ますように、また、ユース会にとって実り
ある一年になりますようお祈り申し上げ、
私からの年頭のご挨拶に代えさせて頂きま
す。
　本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

（香川商工中金ユース会
四国石油株式会社 代表取締役社長）
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理　事

中元寺 正樹 氏

　経営者になって 12 年。リーマンショッ
クから始まり大規模震災など様々な環境変
化が起こりましたが、昨年年初から猛威を
振るうコロナウイルスは世界的規模で生活
環境そのものを大きく変化させ、この短期
間で当たり前が当たり前ではなくなり「今、
企業として、社長として、やるべきこと」
を常に考えさせられる 2020 年となりまし
た。
　そんな中で、新しい取組にスピード感を
持って着手したり、助け合いの精神で異業
種との交流が活発化し視野が広がったり、
備えることに向き合えたり、大きな環境変
化も悪いことだけではないと実感したのも
確かです。
　2020 年は江川会長のスローガン「アッ
プデート」をユース会で実行する場面も自
粛で減ってしまいましたが、今年は昨年分
も含めて二倍速でアップデート！を意識す
る気持ちで取り組んで行きたいと思いま
す。大変な時代だからこそ商工中金様にも
お力添えいただき、ユース会会員同士が新
たな結束を生み皆様に笑顔が増える年とな
りますよう祈念しております。皆様本年も
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

（商工中金東京ユース会
ハマ冷機工業株式会社 代表取締役）

理　事

田中 洋之 氏

　社長就任後、一年が過ぎ去ろうとしてい
るときに始まった新型コロナウィルスの感
染拡大。「本当にやるべきことは何か」とい
うことを、立ち止まって見つめるチャンス
に恵まれました。そのため、「足るを知る者
は富み、強めて行う者は志有り」という言
葉を敢えて意識して、この状況を踏ん張り
抜く決意を致しました。満足することので
きる心の豊かな人間になり、努力を続け、
自分に打ち勝つことのできる真に強い人間
になるためには、自分本来の在り方を忘れ
ない。そこで、楽観的に考え現実的に実行
するということを念頭に、新商品の開発・
新規販路の開拓・コスト削減の徹底に着手
し、会社の経営理念自体を見直し、各部署
より有志を募って、「Fukutaro Spirits」と
いう社是・企業理念・ミッション・ビジョン・
行動規範などを策定するプロジェクトを進
めることも実行致しました。この機会に、
全社員の既存の概念をリセットし、これか
らも永続していく企業として、世のため人
のために、会社でも社外においても、「何を
なすべきか」ということを心から深く考え
る時間を十分持つことができました。2020
年はユース会活動が大幅に自粛となり、皆
様の元気を直接頂くことができない悩まし
い日々となりましたが、全国のユース会会
員の皆様も様々な知恵を絞り、この難局を
乗り越えるべく全集中と率先垂範で陣頭指
揮を執られているのだと自分自身を鼓舞し、
常に計画と修正を瞬時に行いながら実行し
ていく強い集団になり、2021 年はたくさん
の会員の皆様の笑顔にお会いできることを
とても楽しみにいたしております。皆様、
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

（福岡中金ユース会
株式会社山口油屋福太郎 代表取締役社長）

理　事

齋藤 邦彦 氏

　一年前を思い返すと、ラグビー W 杯の
日本代表の大活躍に心躍らせ、東京オリン
ピックのチケット抽選結果に一喜一憂し、
消費税が 10％に上がったり等々。コロナ
のせいなのか、随分と遠い昔の出来事のよ
うに感じてしまいます。
　では一年後の正月は一体どうなっている
のでしょうか？「来年の事を言えば鬼が笑
う」と言いますが、混迷の世の中にあって
も経営者の端くれとしてどんな状況下でも
乗り切れる企業体質を構築し、社員の方々
の生活を守ることを第一に考え、この難局
を乗り切らなければならないと切に思いま
す。
　来年の正月には安心して集まってユース
会の皆様の元気なお顔を拝見し、「来年」
の明るい見通しの話を「笑って」話せるよ
うになっていることを願うばかりです。

（商中本店ユース会
株式会社ナンシン　代表取締役社長）
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理　事

俣野 太一 氏

　令和 2 年は未曽有の災いの年となりまし
た。しかしポジティブに捉えてみると、あ
らためて自社の事業の目的や手段、業務内
容を見直す契機でもありました。さらに、
新型コロナウイルスが人間が生み出したも
のだとすれば、自然との関わりや人間本来
が持つ自己免疫力について強く意識をさせ
られる一年になったのではないでしょう
か。
　令和 3 年はウイズコロナでの事業再構築
へ、そして東京オリンピック開催へもう一
度挑戦をする年です。全国交流大会も予定
通り開催できることと信じております。世
界に誇るニッポンへ、ユース会員の皆様で
力を合わせて乗り越えてまいりましょう！

（大阪商工中金ユース会
日繊商工株式会社 代表取締役社長）

理　事

黒野 謙太郎 氏

　昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡
大を受け、不本意ながらも、ユース会活動
の大幅な縮小を余儀なくされました。本年
は、同感染症が早期終息し、ユース会活動
が本格的に再開できること、昨年から 1 年
延期された第 34 回全国交流大会熊本大会
が、参加者の心に残る素晴らしい会となる
ことを祈念するばかりです。
　そういった中、昨年、2022 年第 35 回全
国交流大会の名古屋開催が正式に決定しま
した。アフターコロナ、ウィズコロナの状
況が今後どうなっていくか、現時点で予想
するのは困難ですが、いかなる環境におい
ても、汗をかき、創意工夫しながら、東海
地区の魅力を十分に発揮できる大会にすべ
く、橋本実行委員長を中心に東海地区ユー
ス一丸となって取り組むべくキックオフし
たいと思います。本年もどうぞ宜しくお願
い致します。

（名古屋中金ユース会
名川繊商株式会社 代表取締役）

会計監事

多賀谷 不二雄 氏

　2020 年は新型コロナ一色になってしま
いましたね。本来ならば東京オリンピック
でスポーツや経済が大いに盛り上がってい
るはずでした。何が起こるか本当に分から
ないですね。ユース会も全国大会中止や各
会の行事が中止となり本来の運営とは違う
形になってしまいました。来年以降は群馬
ユース会、北関東ユース会の運営も世界や
日本国内の状況に合わせて行かねばなりま
せん。今までとは違う形での運営状況です
が、今後もメンバーに有益な会の運営をし
て行って貰いたいと思います。まだまだ大
変な状況が続きますが、ユース会及び全メ
ンバーのご多幸をお祈りいたします。

（群馬中金ユース会
東群ホールディングス株式会社 代表取締役）

会計監事

杉原 孝典 氏

　昨年はコロナ禍により、徳島中金ユース
会メンバーと昨年 2 月に集まって以来、す
べての活動が停滞に追い込まれてしまいま
した。一度も会議、研修会等も開催されず、
また全国のユース会のメンバーとも交流す
ることもできず、本当に寂しい一年間でし
た。
　今年は、昨年開催延期となった四国地区
ユース会を徳島で開催する予定となってお
ります。新型コロナウイルス感染防止に配
慮した会場設営を行い、四国のメンバーと
交流を行いたいと考えております。こんな
時だからこそ、徳島中金ユース会から参加
して頂いた皆様に元気を与えるような会に
したいと思っております。
　また、今年の代表者セミナー、全国交流
大会が無事開催できることを切に願ってお
ります。皆様、本年もどうぞ宜しくお願い
申し上げます。

（徳島中金ユース会　
株式会社アイ杉原 代表取締役社長）


