
    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は一方ならぬお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、龍野龍野龍野龍野 YEGYEGYEGYEG は今年で創立は今年で創立は今年で創立は今年で創立 35353535 周年を迎えることになりました周年を迎えることになりました周年を迎えることになりました周年を迎えることになりました。 

これもひとえに関係各位のご支援ご厚情の賜物と深く感謝いたしております。 

そして、本年度は「承前啓後「承前啓後「承前啓後「承前啓後    －継承と挑戦の龍野－継承と挑戦の龍野－継承と挑戦の龍野－継承と挑戦の龍野 YEGYEGYEGYEG－」－」－」－」（承前啓後とは過去のものを  

受け継いで発展させ、未来を切り開いていくこと）をスローガンに掲げ、諸先輩方々が

積み上げてこられた歴史の重みを噛み締めながらこの素晴らしい龍野 YEG をさらに

発展、継続させていくことが我々の責務と考えております。 

龍野を支える青年経済人として地域社会の発展の一翼を担えるよう行動し、そこから

得られる経験を通じて会員の資質向上を図るとともに、地域に愛され、必要とされる  

青年団体として研鑽していく所存です。 

今後とも倍旧のご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。 

そして、35 周年の記念事業として「龍野」の地域ブランド価値向上と地域活性化を目的に

新ご当地グルメ『龍野うすくち醤油ラーメン』新ご当地グルメ『龍野うすくち醤油ラーメン』新ご当地グルメ『龍野うすくち醤油ラーメン』新ご当地グルメ『龍野うすくち醤油ラーメン』を開発いたしました。 

今年で製造技術の確立から 350 年となる節目を迎えた龍野淡口醤油の魅力が存分に

詰まったお土産ラーメンですので、皆様にご賞味いただけると幸甚です。 

まずは略儀ながら書中にて創立 35 周年のごあいさつを申し上げます。 

謹白 

 

平成 28年 11 月６日 

 

 

会員数会員数会員数会員数 45454545 名名名名    

 
池田 翼   ［姫路信用金庫龍野支店］ 

石本 晋也 ［エルヴェ化成］ 

井原 啓茂 ［マルイ青果］ 

内海祐一朗 ［クリーニングウツミ］ 

大内 秀起 ［㈱大内産業］ 

大西 秀樹 ［㈱オオニシ］ 

尾形 康平 ［龍野ｸﾗｼｯｸｺﾞﾙﾌ倶楽部&ｱﾈｯｸｽ］ 

金治 秀明 ［カナジ制服］ 

上吉川祐一 ［㈱薬師山写真館･VOGEL］ 

栗川 武久 ［㈱ジェイシーシー龍野営業所］ 

小林 哲也 ［播磨乃国観光バス㈱］ 

志水 稔康 ［健康ボディケアサロン e-style］ 

直田 圭史 ［㈱播竜商会］ 

田中 信行 ［㈲播磨鈑金］ 

玉垣 憲一 ［㈱玉垣建築設計事務所］ 

寺田 真也 ［㈲寺田モータース］ 

冨永 龍平 ［㈱ヤマリュウ］ 

二階堂将義 ［朝日新聞ｻｰﾋﾞｽｱﾝｶｰたつの］ 

西谷 剛   ［揖保車輌］ 

西村 文博 ［㈱西村不動産］ 

濱田 正道 ［内装屋たつのクラフト］ 

原田 憲幸 ［竜野鈑金塗装商会］ 

深田 卓  ［㈱深田造園］ 

福崎 博之 ［播州鋼材㈱］ 

福水錦之介 ［㈱福水倉庫］ 

藤井 善久 ［藤井写真館］ 

冨士田 誠 ［冨士田産業㈲］ 

堀田 晋哉 ［たつのガーデンアート］ 

松本 太希 ［関西食品工業㈱］ 

森川 浩司 ［たつのおそうじ工房］ 

 

森田 太郎 ［兵庫県信用組合龍野支店］ 

柳生 俊彦 ［觜崎屋本店］ 

矢野 達嗣 ［矢野達嗣税理士事務所］ 

山本 圭一 ［廻鮮寿し たいの鯛］ 

山本 尚之 ［㈱トミオカ］ 

山本 教晃 ［山本電協社］ 

岡本 真一 ［㈱オカモト機器産業］ 

清水 信弘 ［㈱信栄製作所］ 

高見 潤   ［㈱エイブル］ 

内匠 宏和 ［たくみ建築］ 

中山 功  ［㈲竜野養鶏センター］ 

原 啓介  ［原石材㈱］ 

三木 武  ［三木工芸社］ 

水野 武則 ［㈱姫路マドコン］ 

森 和紀  ［㈲ｱｰﾙ･ｴﾑ･ｼｰ･ﾓﾘ］ 

 

2016201620162016 年年年年 11111111 月月月月、、、、龍野商工会議所青年部龍野商工会議所青年部龍野商工会議所青年部龍野商工会議所青年部（（（（龍野龍野龍野龍野 YEGYEGYEGYEG））））はははは    

創立創立創立創立 35353535 周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました 

創立 35 周年のごあいさつ 

第 36 代 会 長 

 

 



　龍野商工会議所青年部　歴代会長

会長名会長名会長名会長名 事業所名事業所名事業所名事業所名 在任期間在任期間在任期間在任期間 主な実施事業主な実施事業主な実施事業主な実施事業

初　代 　伊藤　昭 　共同印刷㈱ 1981.11～1982.03 　設立総会

第２代 　金治　愼一 　カナジ制服 1982.04～1983.03 　コンピューター研究会発足、市行政との懇談会

第３代 　下條　義之 　ポーラ化粧品 1983.04～1984.03 　先進ショッピングセンター視察、経営講座

第４代 　横田　義彦 　ハーモニー 1984.04～1985.03 　小売商業先進地視察、経営合理化実践セミナー

第５代 　西村　和彦 　にしむら住器㈱ 1985.04～1986.03 　５周年５周年５周年５周年記念誌発行、青年部フェスティバル

第６代 　家保　彰徳 　㈱孔文社 1986.04～1987.03 　第１回童謡の里歌唱コンクール、経営研究会

第７代 　家保　彰徳 　㈱孔文社 1987.04～1988.03 　第２回童謡の里歌唱コンクール、企業イメージ戦略講座

第８代 　杉山　正幸 　杉山公認会計士事務所 1988.04～1989.03 　第３回童謡の里歌唱コンクール、国際交流研修会

第９代 　小林　将秀 　イリュー電化 1989.04～1990.03 　三木露風生誕100年祭「NHK FMコンサート」主管

第10代 　福水　亨 　㈱西播商会 1990.04～1991.03 　10周年10周年10周年10周年親子富士山登山、第５回童謡の里歌唱コンクール

第11代 　頃安　和弘 　中近開発㈱ 1991.04～1992.03 　第６回童謡の里歌唱コンクール、ちびっ子スケート教室

第12代 　横田　龍也 　リカーショップヨコタ 1992.04～1993.03 　第７回童謡の里歌唱コンクール、龍野夏まつり出店開始

第13代 　中村　和典 　㈲アル･ナカムラデザイン 1993.04～1994.03 　親子サマーキャンプ

第14代 　冨岡　正幸 　㈱トミオカ 1994.04～1995.03 　先進地視察研修、震災ボランティア活動

第15代 　頃安　孝之 　㈲頃安畳商店 1995.04～1996.03 　15周年15周年15周年15周年ひーと･あっぷ･たつの（特大フリーマーケットほか）

第16代 　柴原　秀光 　㈱柴原設備興業 1996.04～1997.03 　自己発見セミナー、風水&観相術講座、体育教室

第17代 　武内　憲章 　武内務税理士事務所 1997.04～1998.03 　土井たか子氏講演会、たつの真夏のフェスティバル

第18代 　福水　寛 　㈲フクミヅデンキ 1998.04～1999.03 　そうめん創作コンテスト、ファミリー夕涼み会IN17番

第19代 　野口　泰永 　野口衣料品店 1999.04～2000.03 　ちびっ子ペットボトルロケット大会、岡山工場見学

第20代 　中山　晋吾 　㈲竜野養鶏センター 2000.04～2001.03 　東京視察研修、元Ｊリーガーによるサッカー教室

第21代 　山口　寛 　ポリマー龍野 2001.04～2002.03 　20周年20周年20周年20周年ギネスに挑戦！ちびっ子びっくりそうめん流し

第22代 　野村　英樹 　野村板金工作所 2002.04～2003.03 　ちびっ子ふれあい体験教室、元気になるセミナー

第23代 　山口　陽司 　山口デンタル･ラボラトリー 2003.04～2004.03 　タイ王国企業訪問研修、ビジネス元気塾

第24代 　森　　和紀 　㈲アール･エム･シー･モリ 2004.04～2005.03 　ビジネスマナー教室、元気塾2004

第25代 　小林　輝和 　㈲共栄電機工業所 2005.04～2006.03 　元気塾2005、経営交流会

第26代 　橋本　由樹 　世界皮革 2006.04～2007.03 　25周年25周年25周年25周年東京視察研修、クレーム講演会、しゃべり場

第27代 　出口　英作 　出口化学 2007.04～2008.03 　税務･労務セミナー、テーブルマナー講習

第28代 　高見　潤　 　㈱エイブル 2008.04～2009.03 　地場産クラフト講習、裁判員制度セミナー

第29代 　山本　教晃 　山本電協社 2009.04～2010.03 　ものづくり工場見学、ネット販売セミナー

第30代 　原　　啓介 　原石材㈱ 2010.04～2011.03 　エコ施設見学、エコドライブ教習、IT研修

第31代 　玉垣　憲一 　㈱玉垣建築設計事務所 2011.04～2012.03 　30周年30周年30周年30周年龍野ドリームリゾート（龍野城“幻の天守閣”、婚活ほか）

第32代 　金治　秀明 　カナジ制服 2012.04～2013.03 　巨大エコキャップアート&ワクチン寄贈、YEGゼミナール

第33代 　水野　武則 　㈱姫路マドコン 2013.04～2014.03 　第１回ジュニエコ、ビジネスコミュニケーションセミナー

第34代 　森川　浩司 　たつのおそうじ工房 2014.04～2015.03 　第２回ジュニエコ、ビジネスコミュニケーションセミナー

第35代 　岡本　真一 　㈱オカモト機器産業 2015.04～2016.03 　第３回ジュニエコ、名刺力アップセミナー、CSR研修

第36代 　藤井　善久 　藤井写真館 2016.04～　　　　　 　35周年35周年35周年35周年龍野うすくち醤油ラーメン開発、第４回ジュニエコ

※敬称略

　龍野商工会議所青年部　近年の主な実施事業

ジュニアエコノミーカレッジ

｢子供株式会社」

本竜野駅「巨大エコキャップアート」

～80万個集めてポリオワクチン1000人分寄贈

龍野ドリームリゾート

「龍野城“幻の天守閣”」

「龍野納涼花火大会・

揖保川清流祭」への屋台出店


