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2020 年度通常総会開催のご報告
　６月12日（金）、川口鋳物工業協同組合（埼玉県川口市）において2020年度通常総会が開催されま

した。

　今年度の通常総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から必要最低限の人数が本人出

席し、その他の会員においては書面議決書による出席での縮小開催で執り行なわれました。

当日は、2019年度事業報告、決算報告並びに2020年度事業計画（案）、収支予算（案）などの議案につ

いての審議が行われ、全議案が満場一致で承認されたほか、役員の改選が行われました。なお、正副

会長の選任は総会終了後の役員会にて行われました。

　今年度の役員は以下の通りです。

大久保 髙明（北海道）

戸 島  健 雅（東京都）　　惠 南  敏 弘（岡山県）　　藤 井  俊 之（大分県）

竹 内 　  新（兵庫県）

齊 藤  邦 昭（福島県）　　冨 田  一 郎（千葉県）　　伊 藤  　 亮（愛知県）

松 下  光 信（富山県）　　吉 川  康 徳（滋賀県）　　安 田  雄 哉（鳥取県）

渡 辺  裕 士（徳島県）　　鳴 岡  賢 悟（愛媛県）　　原 田　   守（佐賀県）

上 村  敦 暢（三重県）　　十 河  孝 浩（香川県）

会 長

副 会 長

理事・相談役

理 事

監 事

2020-2021年度役員



02

退任ごあいさつ
2018－2019 年度
14 代会長
田中 大裕（たなか まさひろ）

関東甲信越静ブロック
埼玉ＵＢＡ直前会長
所属：川口鋳物工業企業研究会

　先日行われました全国総会にて２年という

任期を終え、直前会長となりました埼玉UBA

の田中です。２年という期間ではありました

が、会員の皆さんのご協力により無事任期を全

うすることが出来ました、心より御礼申しあげ

ます。

　この２年を振り返りますと、徳島県全国総会

で会長になり、栃木県全国講習会、熊本県での

組合青年部活性化研究会、そして平成から令和

へと年号も変わってから初めて行われた和歌

山県全国総会、秋田県全国講習会と順調に事業

を遂行してきましたが、新型コロナウィルス感

染症による影響で、北海道で行うはずであった

組合青年部活性化研究会と岡山県で行うはず

だった全国総会がいずれも中止になってしま

いました。いずれも準備をしていただいた北海

道UBAをはじめとする東北・北海道ブロック

の皆さんと岡山UBAをはじめとする中国ブ

ロックの皆さんの事を考えますと非常に悔し

く申し訳ない気持ちでいっぱいです。

ですが、今は会社、家族、従業員とその家族の生

活を守り、この未曽有の危機を乗り越えること

が我々経営者に課せられた使命だと思います、

決して下を向くこと無く、後退することの無い

よう、しっかりと前を向いて前進していかなけ

ればいけないと思います。

　そして今も我々は会員の減少、規模縮小など

の問題に我々青年部は直面しております。青年

部活動というのは『継続』というのが１つの

キーワードです、今できる事は何なのか、何を

しなければいけないのかを常に考え、未来を共

有し行動、地域社会に貢献していきましょう。

全ての関係した皆さんに感謝

　また全国総会、全国講習会等で皆さんと笑顔

で会える日を楽しみにしています。

Just do it! UBA

関東甲信越静ブロック大会@新木場１st RING にて
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　京都青年中央会の岡野恵美です。京青中に

理事出向をさせていただいた12年間の中で、

全青中理事として２期４年間、皆さまには格

別のご高配を賜りましたこと衷心より厚く

お礼申し上げます。

　新コロナウィルス感染症の拡大防止の為

に、通常総会を開催する事が出来ず、皆さま

に直接お会いして御礼のご挨拶が出来な

かった事は残念で仕方ありません。

　２期目におきましては、副会長職を仰せつ

かり通常総会・講習会・組合活性化研究会を

通じて、開催県をはじめ多くの会員の皆さま

にご協力いただき感謝申し上げます。

　これからも、全青中事業でお会い出来る日

を心から楽しみにしています。４年間、お世

話になり本当にありがとうございました。

　結びにあたり、全国唯一無二の異業種青年

団体連合組織となるよう、尚一層のご理解、

ご協力を賜りますようお願い申し上げます

とともに、都道府県青年中央会・協議会等の

益々のご発展と皆様のご健勝とご多幸を心

よりご祈念申し上げます。

2018－2019 年度
副会長

岡野 恵美 （おかの めぐみ）
近畿ブロック
京都ＵＢＡ直前会長
京都市青年経営者研究会 所属

　広島県中小企業団体青年中央会の会長及

び力不足ながら全国UBA副会長を２年間務

めさせていただきました田口裕司です。UBA

推進委員長もさせて頂き皆様のお力添えの

お陰で有意義な委員会活動が出来たことを

心より感謝申し上げます。

　UBA推進委員会で２年間を通して行わせ

て頂きました、UBAサミットにより全国の青

年中央会がどのような活動をされているの

か知ることが出来、また、活発な単組のユ

ニークな取組を知ることが出来ました。そし

てなんといっても、UBAサミットをきっかけ

に県を飛び越えての交流が生まれたこと、青

年中央会の在り方など新しい取組のきっか

けになった事例を聞かせて頂けたことをと

てもうれしく感じております。

　このような取組が出来たのも、役員の皆様

方に助けて頂けたおかげと感謝の気持ちで

いっぱいです。全国の中小企業経営者と交流

できる機会を与えて頂いたUBAはとても素

晴らしい会だと活動を通じて感じました。

　このUBAでの経験を今後にもしっかりと

活かしていきたいと思います。そして多くの

若手経営者がUBAと関わって頂ける事を

願っております。

2018－2019 年度
副会長

田口 裕司 （たぐち ゆうじ）
中国ブロック直前会長
広島ＵＢＡ直前会長
広島県東部機械金属工業協同組合青年部 所属
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　石川前会長の任期中に全国理事として出

向させていただき、田中会長年度では全国副

会長に抜擢いただき、より一層全国の皆さま

との情報交換や懇親を深め、多くの学びと仲

間の大切さを感じることができ、本当に有意

義な時間を過ごすことができました。

　今期を振り返れば、自ブロック開催の徳島

総会、栃木講習会、熊本活性化研究会、和歌山

総会、秋田講習会と理事の皆さまや開催県の

皆さまのご尽力で成功裏に終えることがで

き、私自身にとっても生涯忘れられない思い

出となりました。

　また、組織強化委員会として対応した「大

阪北部地震」「平成30年度７月豪雨」「令和元

年度台風15号並びに19号被害」では多くのご

支援をいただき感謝申し上げます。

そして本紙「UBAニュース」の発行に関わる

ことができ最高の２年間でした。

　時節柄、皆さまと顔を合わせることなく退

任となってしまったことは残念ですが、まだ

まだ青年として関わってまいりますので、次

回お会いする時を楽しみにしております。

　おわりに、今後のUBAの発展と大久保新年

度の弥栄を心より祈念しております。

４年間本当にありがとうございました。

2018－2019 年度
副会長

永野 正将 （ながの まさたか）
四国ブロック直前会長
高知ＵＢＡ理事・相談役（直前会長）
高知県印刷工業組合青年会 所属

　このたびの令和２年度通常総会をもちま

して、理事職を退任することとなりました。

　私は、奈良県の格式高い春日大社で開催さ

れた総会で理事に就任し、平成28年６月から

２期４年の在任期間でした。この間、微力で

はありましたが所属ブロック内での全国講

習会開催をはじめ、石川前会長・田中会長の

もと、たくさんの行事に携われた事を大変嬉

しく思っております。また、在任中は多くの

会員の皆様方より温かいご支援ご協力を賜

りました。これまでお世話になりました皆様

方に心より御礼申し上げます。 

　新型コロナウイルス感染症拡大による大

きな被害が出ております。改めて人と人との

繋がりである絆の大切さを再確認しました。

１日も早く平穏な日常が戻ってくることを

願わずにいられません。

　結びにあたり、大久保新会長のもと、これ

まで以上に会員同士の心が通じ合い、相互の

連携を図りながら会員組合の発展、UBAの躍

進のため皆様の一層のご支援をお願いいた

します。

　皆様のますますのご健勝を祈念し、退任に

当たっての御礼の挨拶といたします。

４年間ありがとうございました。

2018－2019 年度
理事

大須賀 真 （おおすか まこと）
東北・北海道ブロック直前会長
宮城ＵＢＡ会長
仙台団地倉庫協同組合青年部 所属
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　岐阜の林です。２年間の任期でありました

が、皆様のお陰で無事に務めさせて頂きまし

た本当にありがとうございました。

　思い返して見れば、県を飛び出して全国の

UBAに顔を出し始めてから８年以上になり

ます。その間、沢山の方々と知り合い話をし

て意見を交わし時には言い争い泣いて笑っ

てそして、深く繋がる事が出来ました。一つ

一つが大切な宝物になっております。

　しかしながら悔やまれるのは、任期の終わ

りに新型コロナウイルス感染拡大に伴い世

界の経済が崩れ、日本の生活様式も変わり私

の仕事（イベント業）も大変苦しい状況で底

を割れ未曾有の環境に於かれてしまいまし

た。そのために、最後に皆様方のお顔が見れ

ずお別れする事になったてしまったことで

す。本来ならば、一人ひとりと握手をして話

をして笑って泣いて酒を酌み交わして、次の

UBAをこの目に焼き付けたかった・・・しかし

ながらそれも叶いません・・・本当に残念で

す。

　こんな屈強も、大久保新会長の下、新UBA

体制は活路を見出した乗り越えて更なる発

展をして行って頂けると信じています。UBA

の発展を心よりお祈りしております。

2018－2019 年度
理事

林 繁良 （はやし しげよし）
東海・北陸ブロック
岐阜ＵＢＡ会長
岐阜県舞台設備管理事業協同組合青年部 所属

  このたび任期満了に伴い理事職を退くこと

となりました。２年間という短い期間中では

ございましたが、各都道府県UBA会長並びに

会員の皆様のご協力により、無事職責を全う

できましたことに対し厚くお礼申し上げま

す。

　理事就任後、UBA推進委員会に配属されて

以来、UBAサミットの開催・運営に携わって

参りました。各都道府県UBA代表者が一同に

会し、各ブロック及び各都道府県UBAの運営

の在り方や目指すべき方向性に加え、各組合

青年部の活動に関する情報提供・意見交換を

行うことで、都道府県青年中央会・協議会の

組織力強化及び所属する各企業の活性化の

一助となることが出来たのではないかと思

います。

　最後になりますが、大久保新会長のもと、

全国中小企業青年中央会（UBA）の今後ます

ますのご発展と、会員の皆様のご活躍をご祈

念いたしまして、退任の挨拶とさせていただ

きます。

２年間ありがとうございました。

2018－2019 年度
理事

徳永 博光 （とくなが ひろみつ）
九州ブロック
鹿児島ＵＢＡ副会長
鹿児島県環境整備事業協同組合 所属
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　このたび任期満了に伴い監事職を退くこ

ととなりました。不慣れながら各都道府県

UBA会長並びに会員の皆様、事務局の皆様

のご協力により、在任中大過なくその任を

果たせましたのも、皆様方のひとかたなら

ぬご厚誼の賜物と存じ、謹んで深謝申し上

げます。

　私はUBAが青年団体として活動させてい

ただく初めての場になりました。そのうえ

２年という短い期間ではありますが、監事

職を拝任し活動できたのは貴重な経験にな

りました。

　UBAの綱領や行動指針を唱和する度に、

学びと実践を意識しています。今後とも誠

に微力ではありますが、その経験を活かし

所属UBA理事として UBA発展のため専心

努力いたす所存でございます。

　最後になりますが、全国中小企業青年中

央会の今後ますますのご発展と、皆々様の

ご活躍をご祈念いたしまして、退任の挨拶

とさせていただきます。

2018－2019 年度
監事

坂田 健一 （さかた けんいち）
中国ブロック
島根ＵＢＡ直前会長
松江学園通り商店街振興組合青年部 所属

２
年
間
お
疲
れ
様
で
し
た
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本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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1974 年 3 月 14 日生まれ　うお座　Ａ型
有限会社フタバスポーツ　代表取締役
（協）日専連旭川理事・( 株 ) 日専連旭川取締役
趣味：食べ歩き

Profile

　令和２年６月12日に行われました通常総

会にて第15代会長を仰せつかりました大久

保髙明（おおくぼたかあき）と申します。所属

は東北・北海道ブロック北海道UBAで、組合

は日専連旭川です。どうぞ宜しくお願い致し

ます。

　はじめに、この度の新型コロナウィルス禍

の中で必死に闘ってくれている医療・介護従

事者の皆様、そして日常生活の確保のための

業務に従事されている皆様にも心よりお礼

申し上げます。

　さて、コロナウィルス感染拡大防止の為、

政府は緊急事態宣言を発令しました。経済が

停滞し先行きが不透明で不安な毎日を過ご

している中、私自身もこの先のUBAの活動を

とても悩みました。現在の心境はまさに運転

中のホワイトアウトの中。北国では冬に天候

が荒れて大雪と暴風により視界が白一色に

なり、方向が識別不能になり恐怖から車を停

止させれば後ろから衝突され、前で事故を起

こしていれば追突する可能性があるため、な

す術がなく、前後左右を見ながらゆっくりと

運転するしかありません。そのような状況で

も通りすがりのライトや、コンビニエンスス

トアの一筋の光が見えたときには心の中で

助かったと思うのです。

　では我々UBAにとっての希望をもたらす

一筋の光とは何か？ということですが現状

ではまだ見えていないのが事実です。しかし

ながら我々は歩を止めず今できること・今し

かできないこと・今だからやるべきことを

しっかりと見極め、ゆっくりで良いので前後

左右を注視し、ときには足元を確認しながら

進んでいけば必ずや新しい日常という光に

たどり着くでしょう。

　本年度は『Take over UBA』を掲げ、今こそ

全青中20有余年の歴史とそれにご尽力され

てきて頂いた方々の為にも都道府県青年中

央会・協議会の皆様の御協力と鋭意を結集

し、この困難を乗り越えるべく共に歩んでい

きたいと思います。そして、必ず掴み取る明

るい未来のUBAの為に文字どおり『引き継

ぐ』ことが30年・50年・100年の歴史になり、そ

れが中小企業の永遠の繁栄になると信じて

おります。

　最後に、いつか自分の息子が家業を継ぎこ

のUBAに携わったときにたっぷり自慢して

やるんだという小さい夢を持ちながらこの

文章を書いてます。そんな未来が私にはとて

も待ち遠しいのです。

新任ごあいさつ
2020－2021 年度
15 代会長

大久保 髙明（おおくぼ たかあき）

東北・北海道ブロック会長
北海道ＵＢＡ理事・相談役（直前会長）
（協）日専連旭川青年会 所属
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　全国青年中央会出向理事として長いようで、

短かった２年間、今思えば沢山の出来事、沢山

の経験をさせて頂きました。同じ時を刻んだ仲

間たちに沢山出会い岡山県を皆さんにPR出来

た事は素晴らしい思い出になっております。

　そんな私を受け入れて頂き先輩全青中出向

役員の皆様本当にありがとうございました。経

験を積んだ２年間を今一度思い出し今後の全

国中小企業青年中央会を盛り上げ、新たな出向

役員と共に全青中の運営を鼓舞して参ります。

　開催には至りませんでした、2020年度通常総

会in岡山に費やした２年間は岡山青中役員・岡

山青中担当事務局と一緒になり我々を支えて

下さった皆様に感謝とお礼を申し上げます。本

当にありがとうございました。誰もが経験する

事では有りませんがここまで来た一人一人の

胸の中には残念の文字ではなく更なる大切な

思いを胸に刻みました。

　今後総会・全国講習会を開催する都道府県側

の想いも理解出来る事を強みと思い、一緒にな

り大成功に向けて作り上げます。岡山の為、中

国ブロックの為、全青中の為に限られた時間の

中ですが新しいスクラムを組み頑張りたいと

思います！

2020－2021 年度
副会長

惠南 敏弘 （えなみ としひろ）
中国ブロック会長
岡山UBA会長
協同組合岡山県卸センター青年部 所属

2020－2021 年度
副会長

戸島 健雅 （としま たけまさ）
関東甲信越静ブロック
東京ＵＢＡ直前会長
東京屋外広告美術協同組合サインフォーラム東京 所属

　この度、2020（令和２）年度において理事と

なります、関東甲信越静ブロック出向、東京

UBAの戸島と申します。前年度から継続して

の役員出向となりますが、今年度は当会の副

会長という大役を仰せつかりました。その名

に恥じぬよう、これまでのUBAの歴史と信念

を引き継ぎ、更なる飛躍を目指して職務を全

うしていきたいと思います。

　2019年度は多難の年となり、多くの方々が

苦しみ、今もなお続いております。地震や台

風などの自然災害に新型コロナウイルス感

染症、この様な状況下において、我々UBAが

取るべき行動、できる活動、そして進むべき

方向と色々と考えさせられます。

　新たな生活スタイルや新たな事業体制を

各方面で模索されている中で、今後はUBAに

おいても前例なきチャレンジを必要とする

機会が多くなるかと思います。これまでの

UBA組織活動の中で自身が学び得た経験と

知識をフルに活用し、「常に前向きに」考え、

そのチャレンジに挑みたいと思います。

　２年の任期の間、全国の青年部組織の為に

全力を尽くして参りますので、どうぞ宜しく

お願い致します。
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　2018年度、2019年度と２年間、九州ブロッ

クの代表として全国に出向させていただき

ました。

　UBA事業推進委員会の担当となり、総会

や全国講習会の管理・運営業務をさせてい

ただきました。

　UBAの活動については、サミットでは単

県の活動内容を知ることができ、全国講習

会では事業承継問題等、組合活性化研究会

では企業防災等について学び、どれもとて

も勉強になりました。

また、活動をとおして全国にかけがえのな

い仲間ができたことも大切な財産となりま

した。

　今年度から副会長をさせていただきま

す。新型コロナウィルスの影響で例年通り

の活動ができない状況ですが、大久保会長

をしっかりサポートして頑張っていきたい

と思います。そして、2021年度では大分県で

全国講習会があります。皆様が楽しく勉強

ができるように工夫を凝らして企画いたし

ますので、皆様のお越しをお待ちしており

ます。

2020－2021 年度
副会長

藤井 俊之 （ふじい としゆき）
九州ブロック監事
大分ＵＢA副会長
大分市府内五番街商店街振興組合青年部 所属

2020－2021 年度
理事兼相談役

竹内 新 （たけうち しん）
近畿ブロック会長
兵庫ＵＢＡ直前会長
ネクスト･サロン･ド･神戸 所属

　昨年度まで理事を務めさせていただきま

したが、今年度より改めて理事兼相談役を拝

命いたしました。これまで役員および事務

局、そして全国の皆さまに支え、ご協力いた

だきましたことに感謝申し上げますと共に、

これからも引き続きご指導・ご鞭撻・ご声援・

ご厚意・ご意見・ご指摘等々、よろしくお願い

いたします。

　新型コロナウイルスによる各業界、組合、

企業への影響はまだまだ終わりが見えず、時

間が経つにつれて深刻になっていくものと

考えられます。個人に対する健康被害の脅威

が去っても、日本全国の企業の99％以上を占

め、雇用の７割、GDPの6割を支える中小企業

にとっての経済的重大局面は続きます。その

ような中でスタートを切る大久保会長率い

る新体制。全国の組合および中小企業の活性

化をゴールとするUBAとして何が出来るの

か？これまでのように、集い、話し、交わすこ

とが難しくなる中で、どのようなアクション

が取れるのか？新たな環境、新たな局面に対

して、「理事」に加え「相談役」のお役をいただ

きましたことを心に留めながら尽力して参

ります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
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　本年度より福島UBAから出向させていた

だきます齊藤邦昭と申します。

　福島県郡山市の南東北総合卸センター青

年経営研究会に所属しています。所属団体の

名称からわかるように卸売業を営んでおり、

主に紙類や包装資材を扱っております。

　現在福島県でも新型コロナウィルス感染

拡大に伴い、それぞれの企業・組合が存続に

関わる危機に陥っています。こんな時だから

こそ、UBAには、経営者同士が相互連携して、

困難な状況に立ち向かっていくための支援・

役割が求められていると思います。全国の皆

さんと手を携え、この危機を乗り越えるため

に少しでも力になればと考えております。

　初めての出向となり、まだまだ経験不足で

はありますが、自分の役割を精一杯努めてさ

せていただきたいと考えています。また、多

くの方と交流して多くの経験と貴重な知識

を手に入れ、自分自身の成長につなげ、ひい

ては福島の活力につなげていきたと考えて

おります。

どうぞよろしくお願いいたします。

2020－2021 年度
理事

齊藤 邦昭 （さいとう くにあき）
東北・北海道ブロック副会長
福島ＵＢＡ会長
南東北総合卸センター協同組合 青年研究会 所属

　関東甲信越静ブロック・千葉UBAより出向

させて頂く、冨田一郎と申します。

　前期は監事を務めさせて頂きましたが、各

都道府県の代表者の皆様そして、会員皆様の

御協力があっての２年間と痛感しています。

　今期は理事として、大久保会長が目指す

UBAの実現に向けて微力ではありますが努

力をしてゆきますので、UBAの運営に対し

て、皆様の多大なる御協力を頂けますようお

願いいたします。

　UBAは全国青年４団体の中では、組合組織

の集まりであるがゆえに活動内容が分かり

づらいと感じていらっしゃる方が多いと思

います。しかし、組合組織の集まりであるか

らこそ出来ることがあり、それを組合青年部

のメリットとしてゆけるように工夫をして

行きたいと考えています。

　そして、UBA活動に参加される皆様が、自

分の所属するブロック、都道府県UBA、そし

て青年部に、「何かを持って帰れる」と思って

もらえる運営が出来るように、皆様と一緒に

知恵を出して、協力して実現してゆきたいと

考えています。

　これから２年間、よろしくお願いいたしま

す。

2020－2021 年度
理事

冨田 一郎 （とみた いちろう）
関東甲信越静ブロック
千葉ＵＢＡ監査役
千葉県電気工事工業組合青年部会 所属
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2020－2021 年度
理事

松下 光信 （まつした みつのぶ）
東海・北陸ブロック理事
富山ＵＢＡ
富山県管工事業協同組合連合会青年部 所属

　昨年に引き続き理事をさせていただきます、

富山UBAより出向させていただいている松下

です。

　地震、台風、病気･･･様々な災禍に見舞われる

我が国日本ではありますが、こういう難局を乗

り越える力こそ我々日本人の強みであり、その

強みの根底にあるのは、一人一人の横の繋がり

であると考えます。今回のコロナ禍で世の中は

大きく変わるでしょうが、それでも変わらない

ものがこの横の繋がりではないでしょうか。

　これら横の繋がりは、我々同業者・同地域な

どの青年部の集合体であるUBAの活動を多く

行っておられる方ほど、この強みをよく理解し

ておられるのでは、と思います。仲間とスクラ

ムを組んで立ち向かう頑強さ、一人では八方塞

がりで解決出来ないことの相談、様々なノウハ

ウを共有・転用することによる効率化･･･この

横の繋がりを深く掘り下げ、UBAだからこそ

持ち得るこの強みをより効果的に、なおかつ10

年後、20年後、子や孫の世代まで持続していけ

るような、「個々の事業継承をひとつ超えたも

の」を皆様と模索していきたいと思います。

　これからまた２年間、よろしくお願いいたし

ます。

　はじめまして、愛知UBAより出向させてい

ただくことになりました伊藤　亮と申しま

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　初めに今回の新型コロナウイルス感染症

で 、お亡くなりになられた方々、ご遺族の皆

さまに謹んで哀悼の意を表するとともに、罹

患されている方々に心よりお見舞い申し上

げます。 　　　　　　　　　　　　　　　　

　青年中央会に入って１年弱ですが、昨年の

和歌山、秋田の大会に参加させていただき、

他業種の皆様の元気とパワーを感じ、その力

を自分も活かしていきたいと思い、出向させ

ていただきました。

　まだまだ不慣れな所はございますが、頑

張って活動していきたいと思いますので２

年間よろしくお願いします。　

2020－2021 年度
理事

伊藤 亮 （いとう りょう）
東海・北陸ブロック副会長
愛知ＵＢＡ副会長
愛知県鍍金工業組合 日本鍍金協会 名鍍会 所属



2020－2021 年度
理事

吉川 康徳 （よしかわ やすのり）
近畿ブロック
滋賀ＵＢＡ会長
滋賀県トラック青年協議会 所属

2020－2021 年度
理事

安田 雄哉 （やすだ かつや）
中国ブロック副会長
鳥取ＵＢＡ会長
協同組合鳥取鉄工センター青年部研究会 所属

12

　滋賀県より全青中の役員として出向する

こととなりました吉川と申します。

　先ず以って、このたびの新型コロナウイル

スの世界的な感染拡大の影響により経済的、

人的被害に遭われました方々に対しまして、

心よりお見舞い申し上げます。

　さて、新型コロナウィルスの感染拡大は

我々を取り巻く環境を大きく変容させまし

た。思いがけずに社会構造の変化が加速する

中にあって、青年経営者はこれら変化にいち

早く対応し、前向きに取り組んでいくことが

地域社会の持続的発展にとって一層重要に

なってくると思います。

　滋賀県においても人と人との交流などが

制限されるなかではありますが、IT活用や従

来より取り組んでいる社会貢献活動の推進

など今だからこそできることに知恵を絞り、

チャレンジしていければと思っています。全

青中においても47都道府県が集まる全国組

織として各府県青年中央会にとって有意義

な活動ができればと思います。

　私自身初めてのことばかりで皆様のご期

待に十分添えることができるか分かりませ

んが、精一杯頑張りますのでお力添えの程よ

ろしくお願い申し上げます。

　この度、松下会長の後任として拝命をいた

しました、協同組合鳥取鉄工センター青年部

研究会に所属しております、安田雄哉と申し

ます。

　時代は今、様々な課題に直面しておりま

す。今回のコロナ禍は勿論の事、少子高齢化

に伴う労働人口の減少や事業継承問題、さら

なるグローバル化、AI、高度なデジタル化、今

まで我々が経験したことのない「未知」がそ

こにあります。

　本年度本県中央会青年部は、次代を担う全

ての会員が青年部活動を通し、ともに学び、

これからの未知・未来を切り拓く力をつけ、

その力を存分に発揮し、所属する組合、企業、

組織のさらなる発展を目指します。

　当分の間、新型コロナウィルス感染拡大防

止の為、事業規模の縮小が予想されますが、

この未知の時代であるからこそ、会員間はも

ちろんのこと、多くの方々、諸団体とも可能

な限り連携・協力し、当青年部に所属するメ

リットを十分に感じてもらえるような事業

を実施したいと考えておりますので、これか

らの１期２年、引き続きのご支援・ご指導の

程、宜しくお願い致します。



2020－2021 年度
理事

渡辺 裕士 （わたなべ ひろし）
四国ブロック会長
徳島ＵＢＡ顧問
徳島県鉄骨構造協同組合青年部 所属

2020－2021 年度
理事

鳴岡 賢悟 （なるおか けんご）
四国ブロック副会長
愛媛ＵＢＡ会長
愛媛県印刷工業組合 青年部会 所属
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　この度昨年に引き続き理事を仰せつかり

ました徳島UBAより出向しております渡辺

と申します。

　前年度の２年間では全国UBA理事として

各事業に参加させて頂き、他業種とはいえ改

めて横の繋がりの大切さを感じる事ができ、

同世代の素晴らし方々との出会いの中で私

個人としても大変勉強になり感謝しており

ます。

　引き続き理事をお受けしたからには、この

２年間の経験を活かし、微力非才の身ではご

ざいますが、誠心誠意、さらなる発展のため

職務に尽力いたす覚悟でございます。

　また今年度は、新型コロナウイルス感染症

拡大の為、経済に大きな影響をおよぼし、当

会の事業も不透明な点がございますが、大久

保新会長の下、全国のUBA会員の皆様方と共

に、この困難を乗り越えていきたいと思って

おります。

　何卒一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう

お願い申し上げます。

　はじめまして、愛媛UBAより出向させて頂

きます。愛媛県印刷工業組合青年部会の鳴岡

賢悟と申します。

　この度は、愛媛県中小企業団体中央会青年

部協議会会長、また四国ブロック副会長とい

う責任ある職を頂き光栄に思います。

　中央会青年部として活動歴もまだまだ浅

いですが、皆様に支えて頂きながら向上して

まいりたいと思いますので、何卒宜しくお願

い申し上げます。

　愛媛県は西日本豪雨の復興を目指し取り

組んできたところでの、今回の新型コロナウ

イルスによって経済も大きな打撃を受け、私

たちの仲間である青年部にも被害が出てお

ります。この中央会青年部で得られることを

基に、若い知恵と力を振り絞って、愛媛の経

済、そして全国の経済を動かしていきたいと

思います。

変革の時がきました！

　手探りの状態でのスタートとなりますが、

皆さまと共に歩み愛媛の明るい未来の為に

誠心誠意努力したいと思います。



2020－2021 年度
理事

原田 守 （はらだ まもる）
九州ブロック副会長
佐賀ＵＢＡ会長
佐賀県環境整備事業協同組合青年部 所属

2020－2021 年度
監事

上村 敦暢 （うえむら あつのぶ）
東海・北陸ブロック副会長
三重ＵＢＡ会長
三重県トラック事業協同組合青年部会 所属
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　佐賀UBA所属の原田守と申します。本年度

から全国UBAの役員を仰せつかることにな

りました。どうぞよろしくお願いいたします。

　新型コロナウィルスが猛威を振るい、誰も

経験したことのないパンデミックとそれによ

る世界的経済危機の渦中に、皆様と顔を合わ

せて挨拶出来ない事を少し残念に思います。

また、UBAに所属している皆様の中にも甚大

な影響を受けている事業所も多数あることは

想像に易く、非常に心苦しく思います。

　前期は佐賀の会長として全国講習会等に参

加させていただき、同じUBAという組織の中

でも各都道府県によって会員の動向やその取

り組みに大きな違いがあることを学ぶことが

出来ました。九州からの出向という形で役員

をさせていただくのですが、それぞれの違い

を把握し、全体として全国UBAという組織と

その所属する会員の皆様が少しでも前向きに

なれるように活動していきたいと考えており

ます。

　今はまだ非常に大変な時期ではあります

が、組合の強みを最大限に発揮しこの困難を

乗り越えた暁には、皆さんと乾杯出来る事を

心より待ち望んでいます。

　皆様方におかれましては、御健勝のことと

存じます。先だっての秋田での研修会では拙

い発表でしたが、少しでもお顔を覚えて頂け

光栄です。ただ、他県会長の発表には我が身

当県にも深く思うところがあり、今後の方針

にすらなっておる次第で大変勉強になりま

したこと、そしてこういった機会を設けて下

さっている当会、その運営理事様方につきま

しても、この場をお借りして感謝申し上げる

次第です。

　さて、現在当県では流行りのWEB会議を

様々試し、その過程で「理事会」「助成金に対

してのWEB研修会」、「青年4団体のWEB会

議」などを実施し、”実際に活動できなくても

意義のある中央会”であるよう模索しており

ます。又、村田前会長の”ネイション産業”を

始めとする縫製組合員の自社製マスクの通

販の紹介といった”組織内での販促”なども

始めております。

　現況の難局ほど、各県の知恵や活動内容を

出し合うことで自県にフィードバックし、青

年中央会加盟のメリットを打ち出して組織

の存続につなげられるよう、皆様と努力して

いく所存ですので、どうか宜しくお願いしま

す。



2020－2021 年度
監事

十河 孝浩 （そごう たかひろ）
四国ブロック
香川ＵＢＡ会長
香川県電気工事業工業組合青年部会 所属

2020－2021 年度
事務局

篠塚 万理子 （しのづか まりこ）
全国中小企業団体中央会　主事補
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　この度、監事を仰せつかりました香川UBA

の十河と申します。初めての全国出向で身が

引き締まる思いです。中央会に携わり数年経

ちましたが、全国総会、研究会等に参加させ

て頂き、経営や経済等、色々な事を学ばさせ

て頂きました。そして何よりも、この間多く

の方とのご縁を頂いた事が私とって大きな

財産となっております。

　これからの時代、我々青年部は横の繋がり

を強化し、災害や非常事態等が起こった時で

もお互いに協力し助け合える関係をもつ事

が大切になると思います。全国、ブロック、県

単位でも他の青年経済団体（青年会議所、商

工会議所青年部、商工会青年部）との連携の

輪が広がっています。この垣根を超えた関係

性も同じく継続していく事が大切になって

くると考えます。

　私にとって中央会に携われる最後の２年

間になります。悔いのないように最後まで走

り抜き、そして少しでもUBAという組織を

知っていただけるように頑張りますのでど

うぞよろしくお願い致します。

　昨年度より引き続き担当致します。

　新役員の皆様がまだ直接顔合わせが出来

ていない中で就任され、現状一堂に会するこ

となく運営をしなければならない不便さを

感じないようにスムーズな運営となるよう

微力ながらお手伝いさせて頂き、皆様が全青

中に携わって良かったと思って頂けること

を目指して頑張ります。

　よろしくお願い申し上げます。

2020－2021 年度
事務局

秋庭 裕美 （あきば ゆみ）
全国中小企業団体中央会　書記

　今年度副担当を務めます秋庭と申します。

初めて経験ですので、至らぬ点があるかと思

いますが、良いお手伝いができるよう尽力い

たしますので、よろしくお願いいたします。


