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３月度例会～干就完了！宝源卡！！～開催 
 地域活性委員会 委員長〝車宝超〟インタビュー 
 

一心不乱！ ２０２１地区大会ｉｎひこね！ 

  ４月度例会～ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ～開催 
    近畿地区大会実行特別委員会 委員長〝山田雅崇〟インタビュー 

 

 地域産業の活性化と繁栄を～彦根商工会議所青年部～ 
 

  片岡純一郎 会長 インタビュー！ 

 
 ひこねの魅力体験記！ 

 〝地酒の魅力〟さざなみ酒店～角打ち～ 



一心同体！ 夢、希望溢れる同志たち！ 

 今回は２０２１年３月６日に行われる、３月度例会～干就完了！宝源卡！！（ガンジュウワァン
レ！ホウゲンカー！！）～を開催するにあたり、地域活性委員会の〝車 宝超〟委員長にインタ
ビューを行いました。車委員長の想い溢れる例会…。地域の魅力を再認識するその内容とは！？ 
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一心不乱！ ２０２１地区大会ｉｎひこね！ 

理事会にて例会への想いを熱く語る 
車宝超 委員長 

質問：まず初めに「干就完了！宝源卡！！（ガンジュウワァンレ！ 
   ホウゲンカー！！）」の意味を教えてください。 
車 ：干就完了＝全力を尽くす、精一杯やる。 
   宝源卡＝宝源カード。という意味があります。（宝源は造語） 

質問：今回の３月度例会ですが、具体的にはどういった内容の例会 
   となるのでしょうか？ 
車 ：委員会で考えさせていただいたカードゲームをメンバー間で 
   行うことにより、楽しみながら地域資源の魅力（宝源）を再 
   認識していただきます。きっと楽しみながら学べますよ。 
質問：本例会を開催するにあたり車委員長の狙いを教えてください。 
車 ：彦根青年会議所のメンバー自身が、我々の住み暮らす地域資 
   源の魅力を再認識していただくだけではなく、その魅力を 
   様々な角度から知ることにより、地域への愛郷心を更に育む 
   ことができると考えています。 

質問：愛郷心は彦根青年会議所活動で重要なポイントですよね。 
車 ：その通りです。ただメンバー自身が地域（２市４町）の魅力を 
   理解しないことには、自信をもってこの地域の素晴らしさを対 
   外へ伝えられません。今年の７月３日に開催される近畿地区大 
   会彦根大会を迎える我々にとって、メンバー自身が地域資源へ 
   の理解を深めることも大切であると私は考えています。 
質問：最後に車委員長の３月度例会への想いを教えてください。 
車 ：メンバーの愛郷心を創出し、ひいては今後の彦根青年会議所活 
   動に繋がるような、意味のある例会にしてみせます。ひこねは 
   本当に魅力溢れる地域です。その魅力をしっかりと伝えられる 
   ３月度例会にできるよう頑張ります！ 

 

質問：早速ですが、４月度例会～ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ～ の目的を教えてください。  
山田：近畿地区大会彦根大会に向けて、彦根青年会議所メンバーの参画意識を  
   高めることです！大会の成功に向け非常に重要な例会と言えるでしょう。 
質問：彦根青年会議所メンバー全員の協力が必要だということですね。 
山田：もちろんです！彦根大会は我々彦根青年会議所が作り上げていくもの！    
   我々が率先して行動しなければ成功は無い！とメンバーに熱く認識して  
   いただくための例会にしたいと考えております。 
質問：多くのメンバーがいる彦根青年会議所ですが、大会の成功に向けてメン 
   バーの意識は高められそうですか？ 
山田：もちろん簡単なことではないと承知しています。しかし近畿地区大会では  
   それぞれに重要な役割があります。自身の役割に関連する進捗確認、ディ  
   スカッション、決意表目などメンバーの参画意識向上にむけた内容を本例  
   会では計画しています。例会を終えるころには地区大会への意識がより高  
   まったものへと変わっているはずです。 

質問：やる気満々ですね！山田委員長の熱意が伝わってきます！ 
   では山田委員長の本例会に対する熱い想いを最後にお聞かせください。 
山田：本例会を開催する意味は、近畿地区大会彦根大会を成功させるためです。  
   大会に関わるＬＯＭメンバーだけではなく、大会に関わる全ての青年会  
   議所関係者、そして市民の方々にとって、何か次に繋がるような大会と 
   するためにも、主管ＬＯＭである彦根青年会議メンバーの参画意識を高  
   め、大会当日に向けこれからも準備を進めていく必要があると考えてい  
   ます。本紙を読んでおられる近畿地区協議会関係者の皆さん！彦根青年  
   会議所は大会に向け全身全霊を持って取り組みを続けてまいります！！  

熱い想いは言葉の壁さえ乗り越える！ 
努力を怠らない 車宝超 委員長 

大会準備とＰＲに奔走する 
山田雅崇 委員長 

近畿地区大会彦根大会の開催（７月３日）まで残り  ４カ月！  近畿地区大会実行特別委員会にて  
執り行われる４月度例会 ～ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ～ の全貌を〝山田雅崇〟委員長にインタビューしました！  

活動は近畿地区全域！ 
遠方からオンラインで理事会
に参加する山田雅崇 委員長 
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一心発起！ ＴＡＫＥ ＡＣＴＩＯＮ！ 
 連載記事「一心発起！ＴＡＫＥ ＡＣＴＩＯＮ！」では、地域の活性化に繋がるＡＣＴＩＯＮ！を起
こしている組織内外の人物に取材を行い、１２ヵ月に渡り記事を掲載していきます！！ 
 ３回目となる今回は「彦根商工会議所青年部(略称：ＹＥＧ)」片岡純一郎 会長 にインタ
ビューを行いました。本年度スローガン〝竜蟠虎踞(りょうばんこきょ)～輝こう！彦根ＹＥＧ
～〟を掲げる、彼らの地域活性に繋がる活動に着目したインタビュー記事をご覧ください！  
 

質問：まず初めに「彦根商工会議所青年部」(以下、ＹＥＧ)とは 
   どういった組織なのか教えてください。 
片岡氏(以下、片岡。敬称略)：彦根商工会議所会員からなる年齢 
   ２５歳〜４５歳までの青年経営者が集い、会員相互の親睦 
   を図るとともに、自己研鑽の場を通して、会員の社業発展、    
   延いては地域全体の経済的発展の一翼を担う団体です。 
質問：ＹＥＧの具体的な活動内容を教えてください。 
片岡：活動自体は主に月１回の例会です。また毎年１１月には 
   井伊直政公 顕彰式を開催しています。 
質問：例会ではどういった内容が行われているのでしょうか？ 
片岡：基本的には自己研鑽の場ですね。他には地域活性化に繋が 
   る内容であったり、行政と連携し職員の方々との会議の場 
   を設けてメンバーの社業に活かせる情報を共有しています。 
質問：井伊直政公 顕彰式とは何ですか？ 
片岡：彦根商工会議所青年部では、今日の彦根の礎を築いた直政 
   公を顕彰するため、昭和６２年に創立５周年記念事業とし 
   て銅像を建立しています。以来お城まつりの一環行事とし 
   て、毎年その功績をたたえる式典を開催しております。 

質問：昨年よりコロナ禍という未曽有の事態に見 
   舞われておりますが、ＹＥＧの活動、会員 
   の社業でも影響はありますか？ 
片岡：会員の社業、ビジネスの観点でお話しする 
   と当然大きな影響はあります。ただそんな 
   コロナ禍のなかでも、我々ＹＥＧだからこ 
   その強みを実感した年でもありました。 
質問：実感したＹＥＧの強みとは何ですか？ 
片岡：メンバー間の横の繋がりです。補助金や助 
   成金、国からの支援に関する情報をいち早 
   く会員と共有することで、会員同士が支え 
   合う組織体であることを改めて確認した年 
   となりましたね。 
質問：地元企業の会員からなる組織ならではの 
   「助け合いの精神」ということでしょうか？ 
片岡：その通りです。こんな時代だからこそ、よ 
   り実感するのかもしれません。困った時に 
   助けてくれる多種多様な職種の仲間がいる 
   こともそうですが、それぞれの社業発展に 
   刺激をもらい、自身の事業に繋げようとす 
   る向上心も育まれます。ＹＥＧという組織 
   に漂う空気が、職人にありがちな〝一匹狼 
   〟では得られないものを得ることができる 
   組織体だと実感しましたね。 
質問：ＹＥＧとしての活動では、どういった部分 
   で影響がありましたか？ 
片岡：やはり全ての活動において対面での接触を 
   制限する必要があったことです。ただこれ 
   は同時に非接触での繋がり〝オンライン〟 
   の可能性を見出せたことに繋がっています。 
   それぞれにメリット、デメリットはありま 
   すが、効果的に使い分ければ結果を生み出 
   すことができるという経験にもなりました。 
質問：本年度のスローガン「竜蟠虎踞(りょうばん  
   こきょ)～輝こう！彦根ＹＥＧ～」に込める 
   片岡会長の想いをお聞かせください。 
 

片岡：竜や虎のように抜きんでた力がある者が、地 
   域に留まり能力を十分に発揮する様子を指し 
   た言葉です。ＹＥＧメンバーが地元〝彦根〟 
   で事業を営み、この地で力を発揮し、組織と 
   しても輝き続けられるようにとの想いを込め、 
   スローガンとして掲げております。 
質問：最後に、これから彦根商工会議所青年部と地 
   域産業がどのように成長し発展してほしいか、 
   その展望をお聞かせください。 
片岡：コロナ禍をきっかけに、今までの〝スタン 
   ダード〟が変わりつつあります。対面からオ 
   ンラインに移行したように、我々が行ってき 
   た活動やビジネスにおいても同じです。その 
   可能性が目に見えて解り易くなった年だった   
   と言えるのではないでしょうか。国内のみな 
   らず世界との距離さえも縮まっているこの状 
   況をチャンスの時代と捉え、更なるメンバー 
   の事業発展とともに、地域産業の発展に貢献 
   していける組織でありたいと考えております。 
 
★片岡会長、取材にご協力いただき誠に有難うござ 
 いました！これからも〝ひこね〟活性化に向けて、 
 彦根商工会議所青年部(ＹＥＧ)、彦根青年会議所 
 (ＪＣＩ)ともに地域発展へ貢献しつづける、魅力 
 ある組織であり続けましょう！！！ 

令和２年度会長 片岡純一郎 氏 
事業所：(有)双葉荘 
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新入会会員紹介！ 

事業・例会案内 
２０２１年 ３月 ６日：３月度例会 ～干就完了！宝源卡！！（ガンジュウワァンレ！ホウゲンカー！！）～ 

２０２１年 ３月３０日：公開討論会（撮影日） ※YouTube公開 ４月７日～４月１７日 
  ★公開ＷＥＢ討論会 開催！ 彦根市長選挙立候補予定者による熱い討論の場がまもなく！ 
   公開討論会の設問は実際に市民の皆さまより募集しています！（３月１５日まで） 
   詳しい情報は彦根青年会議所 公式ＷＥＢサイトをチェック★ 
   ４月７日、彦根の〝未来〟が見える討論会の映像に乞うご期待ください！ 
２０２１年 ４月 ６日：４月度例会 ～ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ～ 

① 仕事内容： 舗装工        ② 趣味や好きなスポーツ： 野球 
③ 結婚されていますか？： はい  ④ 子供はおられますか？： はい 
⑤ 特技： 特にありません     ⑥ 尊敬する人： とにかく仕事ができる人 
⑦ 座右の銘： なんとかなる    ⑧ 彦根青年会議所のイメージ： 地域貢献 
⑨ 彦根青年会議所に入会しようと思われたキッカケは？ 
 ：自分もなにか地域に貢献できるのではないかと思い入会しました。 
⑩ 彦根青年会議所の活動を通じて、自身がどのように活動や成長していきたいか。 
 ：青年会議所の活動を通じて、今後模索していきたいです！ 
⑪最後に、自分はこんな凄い人間なんだと自慢して下さい。 
 ：今現在自慢できることが何一つありません。しかし今後自慢できるような 
  ことを青年会議所活動を通じて身につけていきたいと思います！ 

     わだ こうへい 

名前：和田 光平    勤務先：（株）シビルエンジニアリング 

気に入ったお酒があれば購入してお持ち帰れば良し！ 本格的
に飲む前にちょっと一杯ひっかけるも良し！ この店の角打ち
を通らずして酒好きは語れない…と感じるほどの「さざなみ酒
店」は間違いなく〝ひこね〟の魅力スポットでした♪  

↑角打ちコーナー 

 そこは彦根駅前から徒歩５分のところ。大人の雰囲気を醸し出す、落ち
着いた雰囲気の中に、魅力的なお酒が並ぶ「さざなみ酒店」があります。 
世界の名だたる名酒から、地元滋賀の水から作った絶品の地酒まで、店主
が本当に旨いと揃えた酒の数々に、お酒大好き彦根青年会議所メンバーの
心が踊ります♪ただこのお店の魅力ポイントはそれだけではないんです！ 

打ちで楽しめます。地元のクラフトビールや、ワイ
ン、焼酎、ウイスキー、ｅｔｃ…次々に注文するう
ちに、素敵な酔いがメンバーをお出迎え♪ 

酒屋の一角でちょっと一杯！ そうです、角打ちコーナーがあるんです！！！ 
そもそも皆さん角打ちってご存知ですか？ 角打ちとは酒屋の中で買ったお酒
を立ち飲みスタイルで味わえることを指します。自分のお酒の好みを店主に相
談して角打ちで一杯！気になったお酒をその場で一杯！一杯ごとの価格になる
ので、いっぱい飲むと酔っちゃう…という方も気軽に多くの銘柄を味わうこと
ができるのです。もちろん日本酒以外のお酒も角 

↑岡村本家 「阿酒羅」 
甘口タイプでありながら 

酸味のバランス絶妙な一品！ 

ちょっとした〝肴〟も用意され
ています。どれもこれもお酒に
合うものばかり！ お酒の魅力を
更に引き立たせる肴のチョイス
も抜群です♪ …酒が進む！(笑) 


