
Enjoy with
Tsuruga
YEG!

仲間ができる!

異業種の
友人・知人が増える

スキルアップ !

講演会やセミナーで
成長できる

ビジネスの拡大 !

会社の知名度・
信用が高まる

地域貢献できる!

地元を盛り上げ
活性化できる

メリット

Merit 4
4

メリット

Merit 1
1

メリット

Merit 2
2

メリット

Merit 3
3 「ビジネスは人脈から」とも言われるよう

に、様々な業種の同世代の仲間ができます。
イベントや行事を通して深まる会員同士
のつながりは、一番の財産です。

普段の仕事では経験できないような、様々
なテーマの講演会やセミナーを通じて、
メンバー個々の企画力、行動力等のビジ
ネススキルの向上に努めています。

商工会議所が身近になり、事業運営、事務
作業など相談やサポートが受けられます。
また、幅広い人との出会い・交流が生まれ、
ビジネスチャンスの拡大につながります。

地域社会の一員としてできることを考え、
地域への貢献活動を通じ、新たな視野を
もって自分のビジネスへ展開するきっか
けづくりもできます。

敦賀商工会議所青年部

入会のご案内

わたしたちと一緒に活動しませんか?
共に切磋琢磨し、ビジネスを拡げ、地域を盛り上げる仲間を求めています。

敦賀商工会議所青年部

商工会議所青年部の英語名（Young 
Entrepreneurs Group）の頭文字を
とったもので、同時に商工会議所青
年部の持つコンセプト（若さ、情熱、
広い視野）を持った経営者＝Youth, 
Energy, Generalistを表しています。

YEG
って何?
What’s YEG?

日本商工会議所青年部は、全国9ブロック、
47都道府県連、418単会、
34,000名を超える
青年経済人の集まりです。

敦賀YEG（福井県）は
「近畿ブロック」に
加盟しています。

敦賀YEG会員データ

東海
ブロック

北海道
ブロック

東北
ブロック

関東
ブロック

北陸・信越
ブロック

近畿
ブロック

中国
ブロック

四国
ブロック

九州
ブロック

TEL 0770-22-2611  FAX 0770-24-1311
〒914-0063 福井県敦賀市神楽町2丁目1番4号（敦賀商工会議所内） 
https://tsurugayeg.com/  E-mail  tsurugayeg@gmail.com

敦賀商工会議所青年部
Tsuruga Young Entrepreneurs Group

お申し込み
お問い合わせ

会員数 男女比 業種年齢比

事務局（担当：宮内）

男性
40人

女性
10人

興味をお持ちでしたら、お気軽にお問い合わせください。

30代
17人

40代
33人

「青年部」って若い男性だけが入会できるんですか？Q
A

どんな組織になっていますか?Q
A20歳以上45歳までならどなたでも入会できま

す。女性の方も大歓迎 ! さまざまな活動を共にす
ることで、人脈を育むことができます。

会長を筆頭に、直前会長1名、専務理事1名、監
事2名、副会長2名と会員が所属する4つの委員
会があります。

経営者しか入会できませんか?Q
A

活動の時間帯は?Q
A敦賀商工会議所会員事業所の経営者、後継者は

もちろん、企業の社員の方も入会できます。
平日19:30～21:00に月1回の委員会、例会を
開いています。イベント等の例会は週末となる
場合があります。

敦賀以外の会社でも大丈夫でしょうか?Q
A

「例会」とは何ですか?Q
A敦賀商工会議所会員事業所であれば、敦賀市内

だけでなく、県内の近隣市町で事業を行ってい
る方も入会できます。

各委員会がそれぞれのテーマに沿った、講師を
お呼びしての講演会、研修会、会員同士の親睦
を深めるレクリエーションなどを行っています。

入会金や年会費はかかりますか?Q
A

仕事、家庭の都合で例会など欠席はできますか?Q
A入会金は不要です。年会費は年間40,000円です。

会費は当会の運営・活動費に充てられます。
事業所、家庭あっての団体活動ですので、仕事、
家庭優先で無理なく活動いただけます。

入会について 活動について

50人

（2019年度）

建設業（8名）
製造業（2名）
運輸業（4名）
卸・小売業（9名）
金融・保険業（5名）
不動産業（1名）

専門・技術サービス業（3名）
宿泊・飲食業（11名）
生活関連サービス業（2名）
医療、福祉業（3名）
サービス業（2名）



経営能力の向上や地域の発展を目標とし、交流会や懇親会を通して人格や教養を身につけ、会員同士の親交を深めます。

氣比神宮の杜フェスタ

氣比神宮清掃 子どもお仕事体験

YEG交流会（福井・小浜・敦賀YEG）

敦賀港カッターレース

YEGピック（小浜・舞鶴・綾部・敦賀YEG）
役員会

委員会

クリスマス例会

福井県商工会議所青年部連合会 創立30周年記念大会

敦賀まつり協賛事業

高校生を対象に氣比神宮・福本宮司様講話

公開研修会「脳と身体がつながるカラクリ」

YEGオリエンテーション

勉強会「敦賀市のまちづくりについて」

こんなこと
やってます

「敦賀まつり協賛事業」
「敦賀港イルミネーショ
ン ミライエの参画」な
ど、敦賀市のまちづく
り・賑わいを創出、近隣
YEGとの交流会、各種
勉強会・研修会を通し
て、メンバー同士の親
睦・自己研鑽を図ります。

入って
よかった!
What’s nice 
to join YEG

That's what
we're doing

TSURUGA YEG

入会して20年以上経ちますが、入会し
ていたからこそ出来たことがあります。
敦賀港カッターレース、敦賀港イルミ
ネーション「ミライエ」の継続開催など、
他団体とのコミュニケーションを図って
きたおかげで多くの人達と
一緒に活動が出来ています。

YEGが始めた氣比神宮の杜フェ
スタも街の賑わい事業として定着
しました。YEGには敦賀市のキー
マンとして頑張って欲しいです。

会員に
聞きました

Interview

これからも敦賀のキーマンとして

YEGでは様々な業種の先輩方の話を聞くことは勉強になり、また些
細なことでも気軽に相談できるのが心強いです。仕事で失敗をする
と当然損失が出ますが、YEGでは事業開始前に様々な
角度から審議し、たとえ失敗をしても許容してくれます。
やりたいことに次々チャレンジで
き、スキルアップにつながります。
飲み会も強制はされず、小さい
子供を持つ身としては助かります。

普段の仕事ではできないことにどんどん挑戦 !

［2014年度入会］

谷川建設㈲

谷川清澄さん

YEGに入会して、お取引企業様数も前々年比にして、11社→22社
といった形で倍に推移をしており、スピーディーに結果を残すことが
出来ています。また、色々な行事に参加することで人脈
が広がり、今まで自身が経験したこと、会員の諸先輩方
の経験を基に、その考えを合わ
せ自社での取り組みなどにも活
かせています。今後もより発展を
目指し精進してまいります。

入会後、YEG関係取引額大幅UP!

［2019年度入会］

（一社）ワンシード

吉村和仁さん

自分の活動の主軸が、地元での地域貢献なのですが、ひとり
で頑張るより仲間がいれば!　と思った事がYEG入会のきっか
けです。先輩方は精力的で行動力があり、業種も考え方も多
種多彩な方々が集まっているので、大変刺激をいた
だけます。今回の新型コロナウイルスの給付金等に
関しても情報伝達が早く、
商工会議所の担当者に
もスムーズに繋いでいた
だけ、大変感謝してます。

入会すると、心強い横のつながりが出来ます

［2020年度入会］

Art Board Creation SOPHIA

石丸智恵さん

YEGに誘われていた当時、仕事量も増え活動にさく時間がな
く、一度は断りました。その際「仕事あってのYEG」「参加は少
しの時間でもOK」と声をかけて頂き入会を決意。入会後初め
てのイベントは土曜日で、業務後の参加にも関わ
らず多くのメンバーが笑顔で出迎えてくれ、楽しい
時間になりました。今では
「敦賀っていいよ!」と県外
の友人にPRしています。ぜ
ひ一緒に活動しましょう。

仕事優先で活動できる団体です

［2016年入会］

㈲リハぷらす

後藤優香さん

高校卒業後敦賀を離れ、約12年間関西で過ごし帰敦しました。
当時同級生の友達しか知り合いがおらず、商店街の先輩に誘っ
ていただき入会しました。メンバーからのご紹介でお客様の幅
も広がりました。お客様をご紹介してもらうことは
とても気を使うことなので慎重かつ丁寧に対応し
ています。まずはメンバー
同士の信頼関係のもと、紹
介しあえる関係を築いてい
きたいと思っています。

仕事を紹介しあえる関係づくり

［2009年度入会］

なご呉服店

名子　央さん

［1998年度入会］

㈲宇野電気商会

宇野精浩さん

スキルアップ&自己研鑽 地域貢献&まちづくり ビジネス拡大&仲間づくり 例会、委員会、役員会

まちづくり立案など、
普段できないことが

できる

YEGの信用で、
市への提言や
補助申請の

話が進みやすい

事業に役立つ
有益な情報が
得られる

経営者・後継者など
立場が近い人が多く
相談しやすい

時間に無理なく
色々な活動に
参加できる

意外な才能をみたり、
すごく成長する人がいたり、

人間模様が面白い

仕事で使える
スキルが学べる

仕事の
幅が広がった

全国規模で
知り合いが
増えた

仕事以外の
視野が広がった

地域活動に
参加できた

活動の信用が、
仕事につながる

会議所からの
情報が早く入る

異業種と常に
交流ができる

メンバーが
みんな優しい 思ったより

ゆるい雰囲気

楽しい仲間と
知り合える


