
　新時代、令和元年度京都府青連は、【Ｓｔｅｐ ｔｏ Ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ　～勇気を結集し、未来へ共に踏出そう～】というスローガンを
掲げ、一年間活動して参りました。8 単会の会長を始めとされますメンバーの皆様、各単会事務局の皆様には、7 月の交流事業から始まり、9 月・
10 月と 2 回開催した提言事業、11 月の会員大会、1 月の研修事業、そして各単会に主管いただきました全 10 回の府補助金対象事業、また府
青連ビジョンの策定にあたっては各単会への訪問やアンケートの実施等、数多くの活動に対しましてご理解、ご協力いただきましたこと、心
より感謝申し上げます。出向理事や 40 名を超える専門委員、会員大会実行委員会の皆様には、各事業やその担いの実施にあたり、1 年以上
の長い間委員会活動を行っていただきました。残念ながらその活動報告の場である納会は中止となりましたが、しかし委員会活動の目的は事
業を実施することだけではありません。知恵と勇気を集め物事を創り上げていく過程の中から信頼が生まれ、その繋がりはそれぞれの未来へ
と踏出す力となります。ですから実施する事業はゴールではありますが、それまでの過程が大切であり、そして令和元年度が終わる瞬間は、
役職からではなく青年経済人同士として、友人としての交流のスタートであると考えます。今後人口は急激に減少し、超高齢化は進み、時代
は誰も経験したことのないものへと移っていきます。そこで求められるのはシェアリングやコラボレーション、多様性やボーダレス。私たち
が行っている連合会の活動はそれらをすでに表しており、そしてこの地域の枠を越えた繋がりは今後ますます重要になってくると考えており
ます。この先も京都府青連が、各単会、メンバーそれぞれの成長に繋がる連合会として必要とされ、各地域の発展に寄与していけることを心
より祈念しております。最後に、令和元年度京都府青連に関わっていただいた、応援していただいたすべての皆様に感謝いたします。
　1 年間本当にありがとうございました。
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　今年度、日本商工会議所青年部　京都府青連
代表理事、近畿ブロック商工会議所青年部連合
会　理事を務めました福知山 YEG 香良昌宏と申
します。
　日本 YEG においては令和元年度日本 YEG 田
中暢之君の掲げる
「Ｎｅｘｔ ａｇｅ， ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ ｏｆ 
ＹＥＧ　～ 新時代の幕開け 同志と共に力と情
熱を結集し、未来の創造へ前進 ～　」
のもと日本を先導する日本 YEG の一員として責
任をしっかりとやりきり京都府青連への情報と
思いの架け橋になれるような活動をして令和元
年度サポートしていく事が出来ました。
　私も先輩たちと同じ気持ちでこれまで多くの
『気づき』を与えてくれた京都府青連へ最後の恩
返しのつもりです。一年間楽しかったです。

　今年度は、直前会長として戸田会長を支える
立場の一年を目指す意気込みで年度を迎えまし
たが、これまでの戸田会長の豊富な経験と副会
長そして委員長の皆様の活発な活動にお任せば
かりの一年であった様に感じると共に私自身の
年度を振り返り改めて連合会の大切さを感じさ
せて頂いた一年でした。
　最後に、ＹＥＧ生活 14 年を通じて出逢えた皆
様に感謝とこれからのＹＥＧを背負っていただ
く皆様が、活躍して頂けるようお願いし卒業し
ていきたいと思います。
　卒業後もよろしくお願い致します。







　単会会長として多く
の府青連事業に参加さ
せて頂き、良い出会い
と素晴らしいい経験を
させて頂きました。こ
れらを生かし次年度以
降も単会を盛り上げ、
府連の良さをしっかり
と伝えていきます。一
年間ありがとうござい
ました。

　府青連活動に多くの
会員が参加し、府青連
の方々との交流を通じ
て府青連の魅力を知っ
てもらえるようにした
いと思います。1 年間
よろしくお願いします。

　2019 年度は仲間との
交流、そして地域の魅
力を知るという原点回
帰ともいえる活動を通
じ楽しんで参りました。
私ともども、府青連の
皆様には大変お世話に
なりありがとうござい
ました。また、2020 年
度の舞鶴YEG40 周年を
よろしくお願いします

　舞鶴 YEG は 40 周年
を迎えます。フレッシュ
な会員の活躍の場を設
けるべく、スローガン
を Here we go !  ～ 笑
顔のバトンを次世代に
繋ぐ～といたしました。
どうぞ 1 年間よろしく
お願いします。

　本年度は会員大会を
主管させていただき福
知山YEGの溢れる情熱
と故郷を府連の仲間に、
体験してもらたことが
本当に嬉しかったです。
すべてのメンバーに感
謝いたします。

　令和２年度は、単会
事業・府連事業をとお
して、全会員メンバー
がたくさんの「学びと
楽しみ」を感じられる
一年間にしたいと考え
ています。一年間、宜
しくお願い致します。

　会長として府連の活
動を通じ多くのメン
バーとの出会いや学び
を得ることができ、充
実した 1 年を過ごさせ
て頂きました。引き続
き近畿ブロック会長会
議・近畿ブロック大会
あやべ大会に向けてご
協力よろしくお願いい
たします。

　「求められる YEG」
をメンバーと共に理念
に掲げ、これまでの活
動で培ってきた「経験」
と築いてきた「繋がり」
を最大限に活かし、商
工繁栄の一助となれる
よう邁進いたします。

　新たな時代の幕が開
け、まちにはにぎわい
が生まれ、いま亀岡が
熱い！新たな取り組み
を行い、仲間と共に充
実した活動を行うこと
ができた一年となりま
した。すべてに感謝！！

　令和 2 年度の亀岡Ｙ
ＥＧは府青連会長輩出
年度です。府青連会長
の後押しができるよう
「一期一会」～ＹＥＧと
友に新たなご縁を～の
下、皆様とのご縁に感
謝しながら活動してい
きます。どうぞ宜しく
お願い致します。

　本年度は 5 か年ビ
ジョンを全会員で議論・
作成し、次年度に会員
大会を主管し、30 周年
を迎える京都YEGの新
時代を見据えた活動を
力強く行いました。

　次年度は京都府青連
会員大会を主管させて
いただきます。そして
京都 YEG は 30 周年も
迎える年となります。
府青連メンバーの皆さ
んに京都に来ていただ
くことが多くなると思
いますが、どうぞよろ
しくお願いします。

　本年度は、新たな取
り組みから多くの学び
と、一歩踏み出すこと
の大切さに気付かせて
もらうことが出来まし
た。一年間支えてくれ
たメンバーに感謝いた
します。

　令和２年度宇治ＹＥ
Ｇは設立４０周年を迎
えます。この節目に地
域への発信を今まで以
上に行い、日本ＹＥＧ
をはじめ対外的に活躍
するメンバーの後押し
をして参ります

　単会会長として何が
出来るのかわからない
中本当にメンバーに支
えられてきた２年間で
した。今後城陽YEGに
も世代交代が加速して
いきます、残った青年
部活動微力ながらしっ
かりとサポートさせて
頂きます。

　「和一緒　～共に未来
を築く今からの一歩～」
というテーマを掲げさ
せて頂きました。これ
からの未来を創るのは
地元の名もなきヒー
ローである我々です。
共に未来を創るための
一歩を踏み出しましょ
う。
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