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　2022年６月３日　東京
都明治記念館にて行われ
た全国中小企業青年中央
会2022年度通常総会に
おきまして、大久保直前
会長より全青中UBA会長
のバトンを引き継ぎまし
た、全国中小企業青年中
央会第16代会長　惠南
敏弘（えなみ　としひろ）

です。中国ブロック青年中央会からは初の会長
就任の後押しも頂き、地に足を付け一歩一歩進
んでいきます。よろしくお願いいたします。単
組は岡山県岡山市に位置する協同組合岡山県卸
センター青年部より出向、繊維の街『問屋町』の
中で繊維以外の業種　イベント業・内装業を頑
張っています。岡山駅から１駅西・北長瀬駅よ
り南へ１kmに『協同組合　岡山県卸センター・
問屋町』が有ります。我々組合は『岡山の西の拠
点』を目指し岡山の発展に尽力しています。
　2022年６月３日は30周年記念事業（記念式典・
記念公演・懇親会）と時代の節目を全国各地よ
りお越し頂いたUBA仲間と式典に花を添えて
頂きました来賓の皆様には御礼申し上げると共
に、同じ場所・同じ時を刻むことが出来たのは
将来自慢できる宝です。その中でも30周年記
念懇親会には特に思いが入り、2019年11月15
日秋田講習会以降開催出来ず悔しい思いでし
かなく、コロナ感染症拡大防止に伴い2020年
６月岡山総会は書面議決、2020年11月延期後
2021年２月群馬オンライン講習会、2021年６
月愛知総会オンライン総会、2022年１月大分

講習会はハイブリッド開催ですが懇親会は見送
りました。
　絶対懇親会まで開催するぞと、明治記念館の
協力とコロナ感染症対策をすることで３年ぶり
の開催は、会場の熱気を思い出すと大盛況の一
言で終了することが出来ました。本当にありが
とうございました。
　新体制2022年度は『We are UBA ～えぇ波
に乗るんじゃ～』を今期のスローガンに掲げま
した。全青中をはじめ都道府県青年中央会・協
議会がこれまで以上に団結し共に歩み、様々な
時代の変化の荒波に立ち向かい、我々UBAの
新しい波も作り、仲間と共に乗っていこうと決
意のもと、47都道府県の新しい・面白い活動
を全国UBAに情報共有をする事で『えぇ波に乗
るんじゃ！』を合言葉に全青中役員メンバー（７
ブロック代表者２名と監事２名）共々頑張る思
いです。何卒ご指導・ご協力お願いします。ま
た、今年度の事業として11月25日滋賀県大津
市で行われる組合青年部全国講習会、こちらも
講習会・UBAサミット・懇親会まで開催。全国
UBAが集まる滋賀講習会でお会い出来る事を
滋賀UBAと共に楽しみにしております。もう一
つ、12月14日～16日東京ビッグサイトにて全
国中小企業団体中央会主催の「新ものづくり・
新サービス展」の中に全青中UBAブースを出展
します。是非UBAブースにお立ち寄りください。
皆さんの都道府県出展地元ブースに同行し、新
たな出会いを応援させていただきます。
　結びに40周年は通過点、50周年100周年と更
なる飛躍を祈念致しまして、会長就任挨拶とさ
せて頂きます。２年間よろしくお願いいたします。

新会長 挨拶

　　　　　　　　　　

会 長

惠南 敏弘
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　関東甲信越静ブロック・千葉UBAより引き続き出向させていただく、
冨田一郎と申します。2022 - 2023年度は副会長として惠南会長体制を盛り
上げ、“えぇ波に乗れる”よう努力いたしますので、皆様にはUBA活動に対
して多大なるご協力を頂けるようお願いいたします。
　青年部は将来組合を担う若手後継者を育てる教育の場であると思います。
そのため、今期は全国UBAに出向されている理事の皆さんに「オンライン
配信講習」「組合運営に関するコンプライアンス講習」等の勉強会を計画して
います。全国UBAで学んだことを各ブロックに伝えて頂き、各ブロックか
ら各都道府県UBAに伝え、そして各都道府県UBAから各単組青年部へと伝
える。組合組織の集まりであるUBAだからこそ出来ることを目指してゆき
たいと思います。これから２年間よろしくお願いします！

　2022年度通常総会において全国UBA会副会長を拝命いたしました、原田
守と申します。九州ブロック・佐賀UBAから出向しております。会長を支
えながら、全国UBAが「えぇ波」に乗るべく舵取りをしていきたいと思って
います。
　さて、コロナ禍による行動制限やウクライナ情勢等による世界的な物価高、
急激な円安など私達を取り巻く環境は日々変化しています。そういった中で
UBAに所属している皆さんが興味のあることは何なのか、また、組合や私
自身が必要としてやるべき事は何なのか、全国講習会やサミット、懇親会で
のお酒や皆さんとの会話を通して見つけられたら幸いです。
　２年間という短い期間ですが、どうぞよろしくお願いします。

　昨年度に引き続き、東海・北陸ブロック愛知UBAより出向させていただいて
おります愛知県鍍金工業組合名鍍会に所属している伊藤亮と申します。今年度
は副会長という大役を仰せつかりました。色々な経験をしながら惠南会長を、
またUBAを盛り上げていきたいと思っております。
　さてコロナの流行は止まる事もなく、ロックダウンなどによる世界中の製造、
物流が止まり製品の値上げ、製品が入荷しないなど中小企業にとって事業を継
続していくのは大変になっています。そのような中でも異業種で集まり、情報
交換・共有しながら進んでいくUBAにとても魅力を感じております。
　今年度は「事業承継」、「モチベーション（やる気）」などをテーマに日本の中小企
業は負けないぞと皆で思っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

新副会長 挨拶

副会長

冨田 一郎

副会長

原田  守

副会長

伊藤  亮
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新理事 挨拶

　前期に引き続き福島
UBAから出向させてい
ただく齊藤と申します。
コロナ禍の２年を経た新
しい時代の組織運営の力
になれるよう、微力では
ありますが、真摯に取り
組んでまいりますので、
どうぞよろしくお願いし
ます。 

　東北・北海道ブロック、
宮城UBAより出向させて
頂きます宮城県解体工事
業協同組合青年部会所属
の秋場雅史と申します。
全国UBA活動が会員の
皆様にとってより良いもの
になるよう微力ながら頑
張らせて頂きますのでよ
ろしくお願いいたします。

　関東甲信越静ブロック
出向、神奈川UBAの碇谷
と申します。
　神奈川県の会長になり
まだ１年と若輩ですが、
惠南会長を筆頭に出向理
事皆さんの叡智を少しで
も学び、このUBAという
組織をもっとより良くする
ため精進してまいります。

　この度新理事に就任
いたしました中村海里と
申します。今春、三重県
青年中央会の会長になる
と同時に東海北陸ブロッ
クの会長、全国青年中央
会の理事にも選任されま
した。右も左もわからな
い状態ですが、UBAのた
めに粉骨砕身頑張る覚悟
でございますので、皆様
のご指導ご鞭撻のほどお
願い申し上げます。

　兵庫UBAから出向させ
てもらうことになりまし
た稗田と申します。
　全国UBAは初めてのこ
とであり、身が引き締ま
る思いですが、微力なが
らも盛り上げていければ
と思っておりますのでど
うぞよろしくお願いいた
します。

　本年度理事に就任いた
しました和歌山UBAの成
瀬裕之です。
　電器商業組合（街の電
器屋の組合）より出向して
おります。
　街の電器屋の武器であ
る『お客様目線で考える』
を活かして尽力いたしま
す。どうぞよろしくお願
いいたします。

理事

齊藤 邦昭
理事

秋場 雅史

理事

碇谷 友貴
理事

中村 海里

理事

稗田 晴彦
理事

成瀨 裕之
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新理事・監事 挨拶

　この度、島根UBAより

出向させて頂くことにな

りました。どうぞよろし

くお願いいたします。全

国のUBA活動に参加され

ている会員の皆様にとっ

て有意義なものとなるよ

うに微力ながら尽くして

いきたいと思います。

　この度、香川UBAの会

長を仰せつかる事により、

四国ブロック副会長、全

国の理事を引き受ける事

となりました。微力では

ありますが惠南会長を支

えながらUBAの力となれ

るよう頑張りますのでよ

ろしくお願いいたします。

　前期に引き続き全国
UBA理事を担当させて
いただきます。今期は四
国ブロックの会長も兼ね
ており、全国で学んだ事
や情報を四国の皆様にお
届けする義務があると
思っております。微力で
はございますが、情報伝
達のプロとしてお役に立
てるよう尽力いたします
ので、何卒よろしくお願
いいたします。

　今年度九州ブロック会
長を仰せつかりました、長
崎UBAの山下顕伸です。
全国UBA理事の重責を
しっかり受け止めて２年間
活動してまいります。よろ
しくお願い致します。さて、
長崎では今年９月23日に
念願の西九州新幹線が開
業します。是非長崎に来
られる際には新幹線かも
めに乗って来てくださるよ
うお願いいたします。

　この度、監事に就任致
しました奈良UBAの吉田
と申します。
　まさか単組卒業直前に
なって、全国UBAに出向
をする事になるとは全く
予想をしておりませんで
した｡
　二年間、監事という立
場ではありますが、惠南
会長の下､ 全国UBA事業
に関わる事ができ、光栄
に存じます｡

　宮崎UBAの横山です。
宮崎UBA会長３年目です
がこの度の監事就任にお
いてこれまで以上にUBA
へ携わり皆様との絆を深
め、学んだ事を地元会員
にも広め継承し地域へも
還元できるよう尽力して
まいります。
　どうぞよろしくお願い
いたします。

理事

福島 克治
理事

木村 典雄

理事

鳴岡 賢悟
理事

山下 顕伸

監事

吉田 英正
監事

横山 義和
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　北海道中小企業青年中
央会の大久保です。先ず
は６月３日に明治記念館
にて執り行われました

「2022年度通常総会・創
立30周年記念式典」に多
数のご参加ありがとうご
ざいました。皆様のご協
力によりまして周年事業
も無事に終わり、２年間

の任期を全うすることが出来ましたこと、心よ
り厚くお礼申し上げます。
　さて、この２年間を振り返ってみますと想定
はしていたもののやはり新型コロナウイルス感
染症の影響が大きく、例年通りの事業が行えな
い中で戸島副会長を中心に全国総会・全国講習
会をリモートと現地を合わせたハイブリッド開
催で乗り越えてきました。
　しかしながら理事として２年間活動している
ときから思っていた、もっと全国組織としてや
れることが全国UBAにはあるという思いが溢
れ、その可能性を信じて、手探りながら色々と
考え行動に移して参りました。
　ひとつひとつの事業を流れ作業的にこなして
自分たちの世界だけで満足するのではなく、こ
の事業は誰のためにそして何のためにやるのか
ということに向き合い、動いた先を「点」とする
ならばその「点」をどうしたら幅広く「線」に変え
て行けるかということを真剣に考えながら行動
し、全国中小企業団体中央会の森会長をはじめ
佐藤専務、及川常務にもご支援いただきながら
進めてこられたのも非常に感謝しております。
　前例のない新しいことにチャレンジしていく

ことは明確なゴールが見えづらく、反対意見も
聞こえてくる中での活動は非常にエネルギーを
使います。それでも戸島副会長、惠南副会長、
藤井副会長、渡辺理事、冨田理事、原田理事、
伊藤理事、そして竹内相談役の組合青年部活性
化研究会メンバーを中心に、吉川理事、鳴岡理
事にもご協力をいただき、全国中央会事務局振
興部の難波部長、太田副部長、久米副参事にも
一生懸命サポートしてもらえて本当に感謝して
おります。この最高のメンバーで、常に笑顔の
絶えない活動が出来たことは、私の人生でのか
けがえのない宝物になりました。
　２年前、会長に就任したときの私の思いとし
て、30周年の節目に全国UBAを築いてくれた諸
先輩の思いを引き継ぎ、全国組織だからこそ成
しうることを行動に移し、しっかりと次の世代
に襷を繋ぐことを意味としたスローガン【Take 
over UBA】はひとつのゴールを迎えました。
もっともっと可能性のあるこの会を去ることは
たいへん辛いですが、任期が決まっているから
こそ頑張ってきた部分も多いですので、大切な
襷を次の方たちにお渡ししたいと思います。
　結びにあたり惠南新会長のもと、全国UBA
のご活躍を心より祈念しております。目まぐる
しく変わる時代の流れをいち早くキャッチして
行動に移し、決断に迷わず、チャレンジ精神
を持って努力していってください。バスケット
ボールの神様マイケルジョーダンの言葉で「新
しいことを始めることは怖くない。怖いのは新
しいことを始めなくなることだ。」というのがあ
ります。失敗を恐れず前を向いて進みましょう。
　だって「青年」なんだから。

直前会長 挨拶

直前会長

大久保 髙明
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　2018年より４年間出向させていただきました。青年部としてはほぼ卒業
の年齢であり、所属している会では大抵の実務を経験してきていた中、今の
自分に何ができるだろうかと、就任当初は考えていましたが、まだまだでき
る事、やるべき事が多くあり、自身の今後を大きく変えることになりました。
特に2020年からの２年間は、経験したことのない事ばかりで、絶えず挑戦
し続けていた気がします。全国の皆様と直接接する機会も極端に少なくなっ
てしまった中、いかに活動を止めないかを考え、挑戦し続けてきました。ま
た、同時期に素晴らしい理事メンバーとご一緒することができ、新たな挑戦
に対する皆様のご理解とサポート、機会を与えてくれたUBAに心から感謝
致します。全国組織に対しては、今後も新たな形が求められるかと思います
が、新役員方々には、臆することなく挑戦していただき、私も陰ながらその
挑戦を応援していきたいと思います。

　大分県の副会長として、理事で２年間、副会長で２年間の計４年間、全国
の役員という貴重な経験をさせていただきました。
　理事の２年間は全青中の役割を把握していないまま、田中会長のもと基礎
を学び、副会長の２年間は、新型コロナウイルスの影響で通常事業ができな
い中、大久保会長を中心に役員で力を合わせて全国講習会のリアルとリモー
トのハイブリッド開催やバーチャル物産展、親会、レディース会との連携、
コロナ禍でも活動できる事例を全国から集めて組合員に発信するなど、新し
い取り組みを実施しました。
　今年度からは大分県の青年部会長となります。全青中で培った経験を最大
限、地元でも役立てていきたいと思います。

旧相談役・副会長 挨拶

旧副会長

戸島 健雅

旧副会長

藤井 俊之

　今般の2022年度通常総会をもちまして理事を退任することとなりました、
兵庫の竹内です。これまで監事、理事、理事兼相談役として６年間にわたっ
て歴代会長にお仕えして参りましたが、その中で生じた全ての出来事と出会っ
た全ての方々が、私にとってかけがえのない財産、そして思い出となりました。
皆さまには本当にお世話になりましたこと、心より御礼申し上げます。
　そして今、岡山県から“えぇ波”が来ています。自然災害への対応、新型コ
ロナウイルス禍での活動、組合のDX化等、これまで行ってきた時代と環境
に即したアクションを文字通り波に乗せて、UBAがますます発展し、会員
の皆さまがご活躍されることを心より祈念申し上げまして退任のご挨拶とさ
せていただきます。６年間、ありがとうございました。

旧相談役

竹内  新
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旧理事・監事 挨拶

　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。多くの事業に携わらせて
いただき、改めて横の繋が
り、又は仲間と呼べる同世代
の素晴らしい方々との出会い
の中で、私個人としても大変
勉強になりました。
　最後になりますが、惠南新
会長のもと、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。
　４年間本当にありがとうご
ざいました。

　２期４年、全青中出向
をさせていただき、いろ
んな事業に関わらせてい
ただき、またいろんな地
域に行かせていただきま
した。
　全国組織というスケー
ルと難しさ、いろいろ学
ばせていただきました。
お世話になった皆様あり
がとうございました。

　2022年６月３日（金）全
国総会におきまして、退
任いたしました滋賀県の
吉川です。
　全青中の理事として、
微力ながら運営に携わる
ことができ、貴重な経験
をさせていただきました。
２年間大変お世話になり
ました。ありがとうござ
いました。

　任期中の２年間はコロ
ナ一色、あらゆる活動が
制限され、理事職として
全ての会合にリモート出
席を余儀なくされました。
本当に私が実在している
のか疑われましたが、創
立30周年事業にリアル参
加でき、実在する事を証
明できました。リモート
参加ばかりでお役に立て
ませんでしたが、お世話
になりありがとうござい
ました。

　この度、監事職を退任
することになりました。
　先期はコロナに振り回
された２年間になり、直接
皆様とお会いする機会が
ほとんどありませんでし
た。もっと交流を深めた
かったのが本音です。中
央会青年部は私自身とて
も成長でき、思い出深い
時間となりました。感謝

　全国総会での盛り上が
りから、今後は諸々正常
化し、UBAも再度活発に
なっていくものと期待して
おります。新役員の皆様
方も大変な舵取りでしょ
うが頑張ってください。
　会員皆様方の今後のご
活躍を願い、退任のご挨
拶とさせて頂きます。

旧理事

渡辺 裕士
旧理事

松下 光信

旧理事

吉川 康徳
旧理事

安田 雄哉

旧監事

十河 孝浩
旧監事

上村 敦暢
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　2022年６月３日に全国中小企業青年中央会・
発足の地、明治記念館において2022年度通常
総会が開催されました。吉川康徳理事の開会挨
拶で始まり、国歌斉唱、竹内新相談役による綱
領朗読ならびに行動指針唱和、大久保髙明会長
による主催者挨拶、来賓挨拶として全国中小企
業団体中央会・振興部長　難波智雄様のご祝辞
をいただきました。
　議長選任にて鳴岡賢悟理事が議長に選任され
て議案審議に入りました。
第１号議案　2021年度事業報告・財産目録・貸

借対照表・収支決算書及び剰余金
処分案について

第２号議案　2022年度事業計画（案）及び収支予
算（案）について

第３号議案　2022年度会費の額及びその徴収方
法（案）について

第４号議案　役員改選について
　上記の議案が慎重審議されすべて可決・承認
されましたことを報告致します。
　滞りなく議案審議も終了し、鳴岡理事が議長
退任され、吉川理事の閉会挨拶をもって総会は
終了しました。

2022年度通常総会

～えぇ波に乗るんじゃ～

08 09



　2022年６月３日に全国中小企業青年中央会創
立30周年記念式典が、全国中小企業青年中央会
発足の地である明治記念館にて行われました。
　開会宣言の後、総会にて第18代会長に選出さ
れた惠南　敏弘が主催者挨拶を述べた後、ご来
賓を代表して、中小企業庁 経営支援部長 佐々木　
啓介様、株式会社商工組合中央金庫 常務執行
役員 萩尾　太様、全国中小企業団体中央会会長 
森　洋様よりご祝辞を賜りました。その後、優良
組合青年部表彰として「全国中小企業団体中央会
会長表彰」が41青年部に、「全国中小企業青年中
央会会長表彰」が36青年部に授与され、受彰組
合青年部代表として仙台団地倉庫協同組合青年
部 大須賀　真様が謝辞を述べました。
　閉会宣言の後に、記念講演として、デジタル
大臣、行政改革担当大臣、内閣府特命担当大臣　
牧島　かれん様より「デジタル・トランスフォー
メーションが拓く日本の未来」と題してご講演を頂
きました。
　記念講演終了後は懇親会となりましたが、新
型コロナ禍中のため、出来る限りの対策を立てて

の開催となりました。会長の主催者挨拶の後、ご
来賓を代表して、自由民主党 青年局長 衆議院議
員 小倉　將信様、株式会社商工組合中央金庫代
表取締役社長 関根　正裕様より祝辞を賜り、全
国中小企業団体中央会会長 森　洋様に乾杯のご
発声を頂き祝宴が始まりました。祝宴の途中で、
惠南会長より新役員の紹介及び挨拶があり、新
年度のスローガンである「We are UBA～えぇ波
に乗るんじゃ～」のもとにUBA活動を進めてゆく
ことを発表した後、UBA歴代会長よりお祝いの
言葉を頂き、アトラクションとしてフレアバーテ
ンダー 富田　晶子さんのフレアショーを堪能し
ました。
　11月に行われる全国講習会が開催される滋賀
UBA、及び　次期通常総会が開催される宮城
UBAより開催PRが行われ、閉会宣言により懇親
会が終了しましたが、ご参加頂きました皆様のお
かげで、盛会裏に終えることが出来ました。皆様
のご支援及びご協力に感謝いたします。（本文書
におけるご来賓の皆様の役職は2022年６月３日
時点のものです）　

全国中小企業青年中央会創立30周年記念式典
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令和４年11月25日（金）13：00～ 場所/びわ湖大津プリンスホテル
〒520-8520 滋賀県大津市におの浜4-7-7

（公財）びわこビジターズビューロー

【彦根市 彦根城】 【大津市 比叡山延暦寺】

【長浜市 長浜城】【長浜市 賤ヶ岳から琵琶湖、竹生島、葛篭尾崎】【高島市 白髭神社】 【近江八幡市 近江商人の街並み（新町通り）】

　滋賀県中小企業青年中央会会長の西坂と申し
ます。
　さて、令和４年11月25日（金）2022年度組合
青年部全国講習会が滋賀県で初開催されます。
講習会では、世界的なアウトドアブランドであ
る㈱ナンガの横田社長に、時代の変化に応じて
発展されてきた事業展開について、事業承継を
絡めながらお話しをいただき、物産展では、オ
ンラインと現地を併用する形で滋賀県の特産品
を販売いたします。また、宿泊等に関して、開
催県である滋賀県を十二分に満喫いただきたい

　さて、皆様は、滋賀県と言われたら何を思い
浮かべられるでしょう？
　滋賀県は、日本最大の湖・琵琶湖を抱え、古
くから文化・経済の先進地として栄え、世界文
化遺産である天台宗総本山「比叡山延暦寺」や
400年前の姿を今なお留める国宝「彦根城」など奥
深い歴史文化を感じられる遺産を数多く有して
おります。また、信楽焼・近江上布・浜縮緬な
どの伝統工芸品や、近江米・近江牛・近江の地
酒といった魅力的な特産品も数多くございます。

との想いから、琵琶湖を航行するミシガンナイ
トクルーズや二次会会場を兼ねた宿泊先の案内
をさせていただきます。
　滋賀の地で、完全な形での開催ができるよう、
令和４年度全国講習会実行委員会並びに滋賀県
中小企業青年中央会一丸となって頑張っており
ます。皆様是非お誘いあわせの上、滋賀県にお
越し下さい。

滋賀県中小企業青年中央会
会長　西坂　藤行

　今年度、滋賀県では、琵琶湖を始めとした自
然と歩みをそろえ、ゆっくり、ていねいに暮ら
してきた滋賀の時間の流れや暮らしを体感する
ことで心のリズムを整える新たな旅の提案であ
る「シガリズム」を展開しております。全国講習
会の際、是非、その魅力を体感いただければと
思います。皆様のお越しを心よりお待ちしてお
ります。

　　令和４年度全国講習会実行委員会
実行委員長　吉川　康徳

2022年度全国講習会in滋賀 PR

～えぇ波に乗るんじゃ～
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　2022年６月６日に全国青年友好４団体トップ
会議が東京の全国商工会連合会の会議室におい
て開催されました。本会からは４名参加しました。
　はじめに今回の主催団体である全国商工会青
年部連合会　会長の石倉大裕様より挨拶があり、
続いて各会会長挨拶と出席者紹介をしました。
　次に各会からの事業の紹介がありました。内
容としてメインとなっていたのはコロナ対策・
対応、災害対応についてどのように情報を集め
て動くか、会におけるデジタル活用（IT、IoT、

全国青年友好４団体トップ会議

DX、グループウェアなど）の発表と報告がさ
れ、その後に意見交換が行われました。
　最後に次回の会議は日本商工会議所青年部の
主催で12月に福井で開催される事が報告され
て閉会しました。

全国中小企業青年中央会（UBA）　会長　惠南　敏弘
全国商工会青年部連合会（IMPULSE）　会長　石倉　大裕
日本商工会議所青年部（YEG）　会長　西村　昭宏
公益社団法人日本青年会議所（JCI）　副会頭　﨑野　雄生

参
加
団
体
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