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　日頃より私たち大村商工会議所青年部(以下、大村ＹＥＧ)に対しまして、ご支援、ご協力をいただきまして、心よ
り御礼申し上げます。
　平成30年度は「未来を拓く、創る、育むＹＥＧ～生き抜く力を培うために～」をスローガンとし、事業を開催して
まいりました。設立40周年を迎える節目の年ということもあり、過去の歴史を紐解き→現在を知り→未来へつなぐ
事業を開催し、今までの先輩たちが情熱をもって築いてこられた功績が信頼となり、現在活動をさせていただいて
いることを改めて皆で共有しました。
　事業に対して主体的に取組み、どのような状況においても目的に沿って変化できる柔軟な発想と行動力。
これこそがまさに「生き抜く力」です。この１年間、ＹＥＧメンバーが共に考えに考え議論をぶつけあい、汗を
かいてきた行動というものが、血となり肉となり会員各々の事業所において「生き抜く力」として発揮できる
一助となるのであれば、設立40周年を仰せつかった会長としてこれ以上の喜びはございません。
　１人では出来ないものが、思い(目的)を共有してみんな(ＹＥＧ)で行うエネルギーの大きさは大変大きな
ものです。これから大村ＹＥＧが45周年、50周年…と続くに当たり、この思いをＹＥＧという枠を超えて共
有し行動することができれば、自企業の発展はもとより更なる地域社会の発展に繋げられるものと確信し
ております。
　結びに、関係各位の皆様に大村商工会議所青年部に対しまして、より一層のご理解とご協力をお願い申
し上げ、ご挨拶とさせていただきます。１年間、本当にありがとうございました。

事業報告
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平成30年度スローガン

　おかげさまをもちまして大村商工会議所青年部は昨年度で設立して40周年を
むかえました。
　今でもこうしてYEG活動を通して自己研鑽や生涯の友を作ることができるの
も、先輩方が築いてこられた実績と信頼があってのことだと思います。
「ATTACK TO THE FUTURE～情熱と絆で繋ぐ次代への架け橋～」という40周年
記念のスローガンのもと活動をしてまいりました。
周年事業では感謝を伝えるべく、
●まずこれまで地元大村に密着しYEGとして行ってきた事業を振り返り紐解く
●これまでの蓄積を活かして私たちが今できる現在の立ち位置を把握する
●未来を示すために新たな道を構築し様々な団体と協力体制を作る
ことが次世代の私たちができる恩返しになると考えております。
　田中会長を中心に何をすべきか、親会をはじめOB、行政、他団体との交流を行
い探りました。
　するとこれまでの大村YEGを作り上げてこられました先輩方の功績と実績を

４０周年記念事業実行委員会４０周年記念事業実行委員会

改めて実感し、感謝に繋がりました。
　これからの大村市は大きく変化をしていきます。この時代の変化に適応してい
く為にもYEGの指針の中にあります、
●豊かな郷土を築くために　創意と工夫、勇気と情熱を傾けよう
●文化を伝承しつつ　新しい文化の創造に向かって歩を進めよう
の言葉を胸に変化していく５年先、10年先を見据えて住みよい郷土づくりに貢献
していく所存です。
　現在大村YEGの会員が50名在籍しており、その中の22名は10年後の設立50周
年をむかえる時にも在籍をします。40周年事業を企画するにあたり、仲間と共に
たくさん協議を重ね汗水流して頑張ってまいりました。この経験を糧に10年後に
むかって仲間と挑戦してまいります！ご協力いただいた仲間に心から感謝いた
します!!
　最後にこれまで先輩方が築かれたものを最大限に活かして活動をしてまいり
ますので、今後も皆様のご協力、ご支援、ご鞭撻を宜しくお願い致します。

未来構築委員会

瀬尾大輔
委員長

㈱瀬尾工務店 柿山産業㈲

　今年度、未来構築委員会で委員長を務めさせて頂きま
した瀬尾です。
　担当として研修事業を例会企画としておこなってきま
した。6月７月は講師をお招きし、大村の未来へ関わって
いく研修を、10月は今年度40周年を迎えた大村YEGを
構築してきたOBの皆様との懇親を深めつつ大村の歴史
を研修させて頂きました。

　当委員会では、『見たか！知りたか！伝えたか！～Ｗｅ 
ａｒｅ おおむＬＯＶＥ～』をスローガンに掲げ、今までの大
村市の変化を知ることで未来へ繋ぐヒントになればと思
い、過去から現在までどのように変化してきたかを様々な
分野で調べ・伝える研修事業を致しました。
　おおむら秋まつりでは晴天の中、「ダンスバトル2018」
を開催致しました。テーマを大村♥(ラブ)とし、大村にち
なんだ物を音楽・踊り・衣装に取り入れ可愛く、可憐に、元
気に踊って頂きました。多くの皆様のご支援・ご協力のお
かげで一年間やり遂げることができました。
　誠にありがとうございました。

大村よかとこ発見委員会

柿山 祐介
委員長

地域花いっぱい委員会

田中 誠太朗
委員長

　今年度地域花いっぱい委員会の委員長を務めさせて
頂き、長崎空港花いっぱい事業（みしまフラワーフェスタ
２０１８、みしま花広場桜植樹祭）、一人一花運動の推進
（花苗の配布等）を中心に活動をしてまいりました。委員
会名の通り、地域にいっぱいの花を届け、地域、人、そして
時代を繋ぐことが出来ました。
　当委員会メンバーをはじめ大村ＹＥＧ会員や当委員会
事業にご支援頂いた様々な方にこの場を借りて改めてお
礼を申し上げます。ありがとうございました。

ふれあい拡大委員会

為永 純行
委員長

　当委員会では、ふれ「愛」をスローガンに一年間活動をし
てきました。会員にもご協力頂き、会員拡大活動を行い、た
くさんの事業所を訪問し大村YEGの魅力を伝えることが
出来ました。また、会員間のふれあいが深まる交流事業も
開催しました。
　田中会長より委員長のお話を頂き、朝長副会長を始め、
ふれあい拡大委員会の仲間に助けて頂きながら、無事に
事業を終えることが出来ました。
　この一年間、多くの皆様にご協力を賜り、学ばせて頂き、
成長することが出来たと感じています。本当にありがとう
ございました！

・平成30年度あいさつ回り
・第1回大村市新幹線開業アクション
プラン策定委員会開催

・例会企画「未来の大村を語り合おう！」
意見交換会開催
・第2回大村市新幹線開業アクションプ
ラン策定委員会開催

・例会企画「未来を描き、創造しよう!!
～Get the chance!!～」会員の意識向
上、ビジネスチャンスを掴む研修を開催
・第３回大村市新幹線開業アクションプ
ラン策定委員会開催

・YEGメンバーとOBの方との交流ゴルフ
大会
・例会企画「未来を学び、チャンスを掴みと
ろう！」青年経済人としてチャンスを掴みと
るための研修会を開催
・第４回大村市新幹線開業アクションプラ
ン策定委員会開催

・第44回 市民大清掃参加
・例会企画「知って得する大村検定」　　
現在の大村を知る研修会を開催
・大村YEG交流事業「あい活」会員間の交
流事業を開催
・第5回大村市新幹線開業アクションプラ
ン策定委員会開催

・設立40周年記念事業　市民参加型ディス
カッション「輝け！おおむら激論四季」開催！
・長崎空港花いっぱい事業「みしまフラワー
フェスタ2018」当事業内にて設立40周年
記念事業「みしまスマイルひろば」開催
・第6回大村市新幹線開業アクションプラン
策定委員会開催

・JC・YEG交流会開催
・「沖縄・大村商工会議所青年部姉
妹縁組35周年記念事業」開催
・例会企画「未来へ繋ぐ物語～大村ＹＥ
Ｇ　Ｓｗｅｅｔ ｍｅｍｏｒｙ～」OBの皆様
が行ってきた事業等を学ぶ研修を開催
・第７回大村市新幹線開業アクションプ
ラン策定委員会開催

・第18回おおむら秋まつり「ダンスバトル
2018」開催
・第８回大村市新幹線開業アクションプ
ラン策定委員会開催
・大村商工会議所青年部 設立40周年記
念式典・祝賀会開催　

・第3回商工会議所青年部サッカー交流
大会 長崎大会に参加
・四者合同忘年会

・日本ＹＥＧ事業 風会議in松浦に参加
・第9回大村市新幹線開業アクションプラ
ン策定委員会開催

・新入会員セミナー開催
・平成３０年度春の大村湾沿岸一斉清掃
に参加

・長崎空港花いっぱい事業「みしま花広
場桜植樹祭」開催
・第38回全国大会 日本のひなた みやざき
大会に参加

ご卒業おめでとうございます。なお一層のご活躍をお祈りします！ご卒業おめでとうございます。なお一層のご活躍をお祈りします！
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企画・渉外部会

部会長あいさつ部会長あいさつ
部会長　為永大輔

　平成15年に大村YEGに入会し、あっという間の
15年でした。平成22年に第32代会長を務めさせ
て頂き「長崎空港花いっぱい事業~ふらわー
ウォーク2010」や大村秋まつりの「ダンスバトル
2010」を立ち上げることができました。
　YEGの活動を通じて多くの方々と出会い、行動
し、心をかよわせた経験は、今後の人生において何
年経っても色あせることのない思い出になることと
思います。
　これまで支えてくださった先輩方や仲間、会議所
の皆様、何よりYEG活動に背中を押し続けてくれ
た家族に心から感謝を申し上げます。ありがとうご
ざいました。

　大村商工会議所青年部に平成18年８月に入会
し、12年半、多くの方に助けていただき、今年３
月、なんとか無事に卒業することができました。
　大村商工会議所青年部での活動は、本当に大変
でしたが、今思えば楽しい思い出です。今後は、こ
の大村商工会議所青年部での経験を活かし、仕事
や地域の様々な活動に励んで行きたいと思いま
す。会員の皆様、先輩方、親会、多くの関係する
方々、本当にありがとうございました。

　私は約6年半大村YEGに在籍させていただき
ました。入会当初より熱いメンバー達に感化さ
れ、短いYEG生活をいかに自身のため、事業所
のためになるのかを模索していくことを心に留
め活動していくができました。
　会員一丸となり、数多くの事業を遂行する苦
しみ、喜びを確実に事業所にフィードバックし
て、商売繁盛に繋げていきます！御縁をいただ
いた皆様に感謝を伝えさせていただくと共に、
大村YEGの益々の御発展を祈念いたします！

　大村ＹＥＧに在籍して５年になり、今年度卒
業を迎える事ができました。在籍中には普段で
は経験が出来ない事を体験してたくさん学ぶこ
とができました。
　お世話になりました方々また、仲間たちに感
謝申し上げます。ＹＥＧで培った人と人の関わ
りを大事にして他団体との連携に繋げたいと
思います。今後ともどうぞよろしくお願い致し
ます。

広報部会 部会長　近藤裕也
　我々広報部会は設立40周年記念誌作成を始めとして様々な
事業を行いました。
　記念誌を作成するにあたり、歴史を紐解いていくと先輩方が
創ってこられた40年の歴史を改めて実感すると共に、私たちが
次代へと繋げていかなければならないと感じました。
5年後、10年後の未来に繋げられるよう、これからも努力を重
ねてまいります。
　最後になりますが、設立40周年の活動にご協力いただきま
したOBの皆様、そして会員の皆様に厚く御礼を申し上げます。
一年間ありがとうございました。

　企画渉外部会では、沖縄・大村ＹＥＧ姉妹縁組35周年記念
事業を開催し、これまで築いてこられた関係をこれからも発
展していけるよう次代に残る姉妹縁組記念誌を両ＹＥＧ合
同で作成しました。また、大村市新幹線開業アクションプラ
ン策定委員会へ参画し、多くの関係諸団体の方々と協力し、
プラン作成に携わらせて頂きました。40周年記念事業を通
じて、皆様にご協力を賜り、そして多くの事を学ばせて頂き
本当に充実した１年でした。ありがとうございました。

事業部会 部会長　岸川泰士

式典部会 部会長　立石正之

山路を登りながら

　当事業部会は、設立40周年記念事業として市民参加型ディ
スカッション「輝け！おおむら激論四季」を開催しました。集まっ
ていただいた市民の方々から、たくさんの意見をいただきまし
た。それぞれ異なる立場から多角的に見た大村市は、まだまだ
魅力や可能性があると実感しました。また、同時に、市民の方々
が大村市に求めていること、期待していることを直接聞くことが
できる貴重な機会となりました。 激論四季でいただいた貴重
なご意見を参考に、どう実現化へつながるのか楽しみです。 部
会メンバーそして会員の皆様のご協力のおかげで無事に終え
ることができ本当に感謝しています。 ありがとうございました。

　式典部会ではおよそ１年前から企画・準備を行い、平成30
年11月30日に記念式典・記念祝賀会を開催致しました。
記念式典は平成30年度末で移転する大村商工会議所（バス
ターミナル３階）で開催し、200名を超える多くの来賓やＯＢの
皆様に参加して頂きました。
　これまでの40年間積み上げられた実績と功績に感謝し、こ
れからの未来に挑戦する大村ＹＥＧの姿勢をお伝えする事が
できました。
　ご参加して頂いた皆様、本当にありがとうございました。

 （株）タメナガ造園

（有）一角

ジュエルきしかわ

㈱中央綜合警備保障㈱中央綜合警備保障
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2019年度大村YEGスローガン

「人が原点！やる気があれば、なんでもできる。
行くぞ！大村ＹＥＧ！」
 竹 中 清 也

　昨年度、大村商工会議所青年部（以下:大村ＹＥＧ）は、設立40周年を迎え
る事ができました。
　これまで多くの大村市民の皆様並びに関係諸団体の皆様にご理解とご協
力を頂いた賜物である事を会員一同、感謝申し上げます。また、大村ＹＥＧを
これまで支えていただいた諸先輩方や仲間と共に活動できた十数年は私の
財産であり誇りとなっております。
　平成から新しい元号を迎える設立41年度は、設立50周年に向けての第一
歩と捉え「人が原点！やる気があれば、なんでもできる。行くぞ！大村ＹＥＧ」
とさせて頂きました。私が皆様から与えて頂いた1年間でお返しできる事は、
「会員全員のやる気スイッチ」をＯＮにする事です。第4次産業革命ともいわ
れる時代の大転換期に私達は立っています。ＡＩやロボットの開発は、労働
者の高齢化や人口減少による労働力不足を補うため必要不可欠なものでは
ありますが、一部の仕事は大幅に減少したりなくなってしまいます。この大き
な時代の流れには逆らうのではなく順応していかなければ活路を見出せない
と思います。過去の産業革命においても失われていった仕事はありますが…

2019年度 第41代会長 ㈱竹中建築設計事務所
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大村商工会議所
青年部事務局
大村市東三城町6-1

TEL.0957-53-4222
大村YEG 検 索

新たに創出された仕事や時代の変化を受け入れカタチを変えた仕事は多く
存在します。その新しい仕事こそが今の経済を支えているはずです。ＹＥＧの
歌に「歴史の舵は　いつの世も　熱あるものが　取ってきた」とあります。こ
の「熱＝やる気」と捉えＹＥＧ会員全員とこの時代に順応していきたいと考え
ております。
　大村YEG活動のなかで一番大切にしていきたい言葉があります。それは
「人」です。「人と人のつながり」「金儲けより人儲け」「まず、人に感謝」「世の
為、人の為に仕事をしなさい」「人のせいにするな！」これらの言葉は私が入会
時、大村ＹＥＧの諸先輩方からいただいた言葉です。最初は頭ではわかってい
るつもりでしたが…経験を積み重ねていく毎に本当の意味が理解できるよう
になってきました。今年度は「人」を感じられるような大村YEG活動を中心と
し、大切なものは何か共に考え、伝えていきたいと思います。
　最後に、大村ＹＥＧ一丸となって汗をかき行動して、知恵をしぼり、失敗し
てまた汗をかいてを繰り返し…小さな成果を積み重ねていく事であるべき姿
を見いだし歩んで行きます。どうぞ1年間宜しくお願い致します。

会員募集（橋本まで）

大 村 Y E G活動報告

「Story Brighter
～今のためのこれまでと
　これからのための今～」

「Enjoy Training
～自分のため、人のために～」

平成30年度 事業

40周年記念事業

新入会員セミナー新入会員セミナー

JC・YEG交流会JC・YEG交流会 一人一花運動の推進活動
活動PRとお花の苗を配布
一人一花運動の推進活動
活動PRとお花の苗を配布

●研修事業
　例会企画「知って得する大村検定」
　クイズ形式で大村市が過去から現在までどのように変化してきたのかを学んだ

●研修事業
　例会企画「知って得する大村検定」
　クイズ形式で大村市が過去から現在までどのように変化してきたのかを学んだ

長崎空港花いっぱい事業
「みしま花広場桜植樹祭」
長崎空港花いっぱい事業
「みしま花広場桜植樹祭」

●交流事業　
　大村YEGふれあい活動 「あい活」
●交流事業　
　大村YEGふれあい活動 「あい活」

第18回おおむら秋まつり　
「ダンスバトル2018」
第18回おおむら秋まつり　
「ダンスバトル2018」

平成30年度長崎空港花いっぱい事業　「みしまフラワーフェスタ2018」
みしま花広場の魅力を発信し、多くの方々に楽しんで頂いた
平成30年度長崎空港花いっぱい事業　「みしまフラワーフェスタ2018」
みしま花広場の魅力を発信し、多くの方々に楽しんで頂いた

第3回商工会議所青年部
サッカー交流大会 長崎大会
第3回商工会議所青年部
サッカー交流大会 長崎大会

大村商工会議所青年部設立４０周年記念式典及び記念祝賀会大村商工会議所青年部設立４０周年記念式典及び記念祝賀会

●研修事業
例会企画「未来を学び、チャンスを掴みとろう！」
大村市のまちづくりが今後どのように進み、
発展を遂げていくかを学んだ

●研修事業
例会企画「未来を学び、チャンスを掴みとろう！」
大村市のまちづくりが今後どのように進み、
発展を遂げていくかを学んだ

沖縄・大村商工会議所青年部姉妹縁組35周年記念事業沖縄・大村商工会議所青年部姉妹縁組35周年記念事業

市民参加型ディスカッション
輝け！おおむら 激論四季

100名を超える市民の皆様に
ご参加して頂いた

市民参加型ディスカッション
輝け！おおむら 激論四季

100名を超える市民の皆様に
ご参加して頂いた

手形アートの様子手形アートの様子 園田市長に新幹線アクションプランの素案を上程した園田市長に新幹線アクションプランの素案を上程した

大村市新幹線アクションプラン策定委員会に参画
新幹線開業効果を最大限に活かすための
具体的な取り組み計画を策定した

大村市新幹線アクションプラン策定委員会に参画
新幹線開業効果を最大限に活かすための
具体的な取り組み計画を策定した

第二研修委員会

「人と繋がる、結びつく
～仲間になろうよ大作戦～」

会員拡大・交流委員会

「＃おおむらツナグ
～新たな魅力を伝える為に～」

大村よかトコ発信委員会
「“気”～SWITCHING! YEG～」
第一研修委員会

「Story Brighter
～今のためのこれまでと
　これからのための今～」

総務・広報委員会

委員長
野田千恵子

委員長
柿山祐介

委員長
田中亜紀子

委員長
山﨑亮輔

Q’s BAR （同）STAGE 柿山産業(有) (有)野田林産

委員長
笠井大典

■例会運営
■広報担当

■研修事業
■長崎空港花いっぱい事業 ■研修事業

■おおむら秋まつり
■会員拡大活動
■交流事業

■一人一花運動の推進活動
■森園公園事業

(株)笠井建材店



総務・広報
委員会

第二研修
委員会

第一研修
委員会

「心のパーキング」を
テーマに楽しく笑顔の
絶えないお店です！

山﨑 亮輔

委員長

Q’s BAR
大村市西本町517-2F
TEL▶0957-50-1409

当社はお客様の様々な
ニーズに応えるため、
日々研鑽し、精進します。

小森 和徳
(株)かわはら建築

大村市原町467-12
TEL▶0957-55-0371

心と技術で社会の為に、
をモットーに一生懸命
頑張ります。　

城間 悠記
(株)康真堂印刷

大村市木場２丁目651-13
TEL▶0957-42-3961

地域における協同組織金融
機関としての特徴を発揮
し、お客様への課題解決型
金融の推進を始め、経営改
善支援、創業支援、販路拡
大支援等の業務に積極的に
取組むことによって地域社
会の発展に奉仕致します。

松本 健敬

フィーランドグループ
は、文化事業を通してお
客様に誠意と感謝の気
持ちで元気で楽しい時
間を提供します。

野島 京介
フィーランド株式会社
大村市東大村２丁目
1112-144
TEL▶0957-48-5639

長崎県と佐賀県を中心
に皆さまの暮らしの役に
立てる総合安全サービ
ス業を目指しています。
緊急時の対応も13の営
業所から24時間、何処
へでも迅速に駆けつけ
ます！

立石 正之
(株)中央綜合警備保障

大村市原口町1148-6
TEL▶0957-55-7752

小さな気配りを大切に！
をモットーにしておりま
す。車の事なら何でもご
相談を。

中山 直紀
(有)ミノルオートサービス

大村市富の原2丁目754
TEL▶0957-55-1122

地方銀行として、銀行業
務の柱である預金業務、
貸出業務に加え、証券仲
介業など総合的な金融
サービスを行い、活力あ
る地域社会作りへの貢
献を目指し日々業務に
励んでおります。

林 啓一郎
(株)十八銀行 大村支店

大村市本町391-8
TEL▶0957-52-3171

21:00～OPEN
不定休
落ち着ける大人なお店
です！

細名 久
q saka bar

大村市東本町343-9 1F
TEL▶0957-42-3482

事務機や事務用品のご相談ならおま
かせメーカーも数多くお客様に提案
できる会社です。パソコンやコピー
機、紙やペンなど幅広く取り扱いして
います。また、パソコンの不具合など
のご相談ソフトなどのご相談など受け
ていますのでオフィスで困ったときは
オービスにお気軽にご連絡してくださ
いあなたにとって最高のパートナーを
目指して日々精進しております！

宮本 輝
タチカワ（株） 大村支店

大村市杭出津2丁目51-1
TEL▶0957-52-1601

ビル管理事業、環境事
業、総合給食事業、人材
派遣事業、都市鉱山事業
で、皆様のお役に立てる
企業を目指しております。

釡石 義嗣
(株)シンコー
大村市東三城町6-1
大村バスターミナルビル3F
TEL▶0957-20-7373

赤ちゃんから、おじい
ちゃん・おばあちゃんま
で「元気に・明るく・のび
のびと」すごせる場所
です。

田中誠太朗
たんぽぽ園とみのはら

大村市大川田町995-1
TEL▶0957-55-5575

お客様の快適な環境作
りの為に、「空調」・「給
湯」・「換気」・「電気」・
「水」のプロとして最善の
ソリューション提案をさ
せていただきます！

谷野 幸司
(株)谷野電機空調
大村市協和町777-8
TEL▶0957-53-2311

水道、下水道のお困りご
とは弊社にお任せくだ
さい！

柿山 祐介
柿山産業(有)

大村市鬼橋町62
TEL▶0957-55-4257

"笑顔の数だけ、シャッ
ターチャンス！マタニティ、
お宮参り、お食い初め、
七五三、成人式、結婚式
…思い出をカタチに残し
ませんか？"

野島 英生
フィーランド株式会社
-ソラスタジオ-
東大村2丁目1112-144
TEL▶0957-48-5639

地域に根付いた医療、薬
だけに頼らない医療を
目指して、運動療法や食
事療法を指導しており
ます。健康寿命をのばし
ましょう！

朝長 宏臣
ともなが内科クリニック
生活習慣病予防センター
大村市杭出津2-555
TEL▶0957-54-5004

旅行のことでお困りの
際は是非ご相談下さい！
あなたのニーズに合わ
せたプランをご提案いた
します！

平岡 大紀
(株)日生ツーリスト

大村市東三城町7-4
TEL▶0957-53-3585

第41代会長　

竹中 清也
(株)竹中建築設計事務所
大村市久原2丁目1496-3
TEL▶0957-52-3469
竹中の設計は、笑顔があり
ます。詳しくはHPをご覧く
ださい。
http://www.takenaka-
archi.com

直前会長　

田中 秀和
田中工機(株)
大村市皆同町15
TEL▶0957-55-8181
自走乗用ピッカー：アガール
(日刊工業新聞社：第28回
ネーミング大賞・アイデア
ネーミング賞受賞)を筆頭に
農業機械だけに止まらず、持
続できる次世代の農業スタ
イルをご提案します。

副会長　

芦塚 貴光
(有)芦塚保険サービス
大村市植松2丁目725-5
TEL▶0957-53-0917
生命保険・損害保険のこと
なら何でもご相談くださ
い！誠心・誠意をモットーに
皆様に安心をお届けするの
が、私のお仕事です。お気
軽に声をかけてください！

副会長　

德永 忠臣
徳永機電工業
大村市西大村本町269
TEL▶0957-54-1271
電気に関することなら、な
んでも徳永機電工業にご
相談ください。

副会長　

秋寄 喜多郎
秋寄合同事務所
大村市東本町24-1
TEL▶0957-52-2515
不動産登記、土地境界確定・
測量業務、諸官庁許可申請
業務（農地転用・開発許可・
道路位置指定等）、ご相談お
待ちしてます!!

副会長　

（同）STAGE
田中 亜紀子

大村市西三城町107番地
TEL▶0957-54-1151 

家の周りの困り事・住ま
いの相談などお気軽に
お問合せください。 

副会長　

岸川 泰士
ジュエルきしかわ
大村市本町425-3
TEL▶0957-52-6042
店内に独自の加工場を持
ち、サイズ直しや修理等、責
任を持って丁寧に承ってお
ります。アフターサービス
万全の当店へお気軽にご来
店ください。

専務理事

近藤 裕也
(有)一角

大村市久原2丁目999-10
TEL▶0957-52-6716

様々なメニューを取り揃え
ております。中でも「穴子
姿寿司」、「レタス巻」は絶
品です。

事務局長

吉原 明香
ミツコリズムダンス・スクール
大村市古賀島町211-28
TEL▶0957-52-3926

2歳半～大人までの年齢別
で通えるダンスクラス。
心身ともにリフレッシュで
きるヨガクラス。楽しく身体
を鍛えるZUMBA®クラス
を開設してます。 副委員長

九州ひぜん信用金庫
大村支店

預金・融資から補助金・
顧客紹介などいろんな
ことに対応しておりま
す。お気軽に相談してく
ださい。

大島 拓也

大村市東三城町５
TEL▶0957-52-2141

 NEW FACE

(株)長崎銀行

「ココロがある。コタエが
ある。」をスローガンに
日々営業を行っておりま
す。銀行に御用のある際
は、是非お気軽にご相談
ください。

園部 拓海

大村市東本町2-4
TEL▶0957-52-3181

 NEW FACE

ソニー生命保険(株)

保険のプロ「 ライフプラ
ンナー」が、あなたの描
くライフプランに応じて
保障プランをオーダーメ
イドで設計します。

宮﨑 翔太

長崎市万才町3-5-9F
TEL▶095-825-2319

 NEW FACE

(株)メモリード
パークベルズ大村

正統派ウエディングから
お2人らしさあふれるオ
リジナルウエディング等
をご提案させていただき
ます。お気軽にご相談く
ださい。

下山 和也

大村市幸町25-30
TEL▶0957-54-3131

（株）親和銀行

『あなたのいちばんに。』をお
客様への約束としてスロー
ガンに掲げ、皆様に選んで
いただける金融機関を目指
しています。預金、貸金、資産
運用、事業承継等々お金に
関する不安、希望がありまし
たらお気軽にご相談下さい！

安達 明大

大村市東三城町4-2
TEL▶0957-52-2111

 NEW FACE

写房なかむら

大切な瞬間を残した
い！写真プリントから
各種記念撮影、出張撮影
対応します！
先ずは1度お電話下さ
い！

中村 雄介

大村市大川田町915-5
TEL▶0957-55-1853

(株)松永精肉店

安心・安全・低価格をモッ
トーに品揃え多数ご用意
しております。お客様の
ご来店を心よりお待ちし
ております。

野中 大輔

大村市古賀島町50-1
TEL▶0957-53-0460

(有)野田林産

自然を大切に(^^)

野田 千恵子

大村市中里町268
TEL▶0957-52-3617

(株)笠井建材店

住設機器からーエクス
テリアまで住まいに関
することなら何でもご
相談ください！建材の
プロが適材適所にアド
バイスいたします。

笠井 大典

(株)瀬尾工務店

リフォーム、店舗、新築
など小さな事でもご相
談を。誠心誠意こめてお
力になりたいと思いま
す!!

瀬尾 大輔

大村市西三城町200
TEL▶0957-53-1181

(株)タメナガ造園

お庭のことならなんで
もご相談ください！
お客さまのニーズを正
しく把握し、自社設計・
施工で期待にお応えい
たします！

為永 大輔

大村市協和町790
TEL▶0957-54-0271

(株)あんしん

「安心」のパートナーとし
て、お客様の為に！ を、
モットーに日々活動して
います。

二階堂 悦久
大村市古賀島町94-31
TEL▶0957-56-9111

(株)富士商会

総合電設資材商社とし
て「情報・知識・技術」を
システム提案し、私たち
は未来を引き寄せます。
電気材料のことなら何
でもお気軽にご相談く
ださい！

海邊 修一

大村市協和町1723
TEL▶0957-50-3741

(株)為永

いざという時に慌てる
事無く安心して納得で
きるお葬式ができます
よう事前相談員、葬祭
ディレクターがお手伝い
させていただきます。

為永 純行

大村市片町93
TEL▶0957-53-5175

(株)山石都市機能美研

塗装・防水・新築・増改
築・内外装リフォームな
ど、真心込めて安心自社
施工をさせていただき
ます。

山石 修一

大村市大里町9-10
TEL▶0957-52-3888

社会保険労務士・行政書士
三浦恵理子事務所

元気で強い会社づくり
のお手伝いを労務管理・
助成金の面からさせて
いただきます。

三浦 恵理子

大村市富の原1丁目1254-8
TEL▶0957-55-7515

モリハナヤ

皆さまの大切な日を彩
り心に残る素敵なお花
をコーディネートいたし
ます。クリスマスになる
とサンタクロースが窓か
ら覘いています^_^
皆様のお越しを楽しみ
にお待ちしております。

森 達郎

大村市水主町2丁目704-3
TEL▶0957-54-1147

(有)野中木工所

～報恩謝徳～
確かな技術でこれから
も

野中 哲也

大村市富の原1丁目1610-1
TEL▶0957-55-4861

 NEW FACE

こん肉わ～肉バルには
ち ステーキ専門店
地域最高のお店をスタッ
フ皆で目指しています。
赤身ステーキ、上質なタ
ンパク質なら肉バルに
はちへＧＯ！！

井手かおり
(株)亀八 肉バルにはち

大村市古賀島町92-6
TEL▶0957-47-9658

 NEW FACE

介護でお困りの方は是非
ご相談ください。楽しくお
過ごし出来るように支援
させて頂きます。

相田 美希
（株）コモテックス
デイサービスほのぼのハウス
大村市松山町460-2
TEL▶0957-20-8885

 NEW FACE

おひとり様から団体様
まで幅広く大歓迎！
楽しいことが大好きな
ママのこだわりが詰
まったお店です(^-^)

稲富 千晶
スナックLen
大村市本町453-2 2F
TEL▶0957-53-0762
20時オープン

 NEW FACE

監事

委員長副委員長

委員長

副委員長

監事

会員拡大・
交流委員会

大村よかトコ
発信委員会

委員長

委員長副委員長

大村市鬼橋町169-3
TEL▶0957-55-4829

(有)ハジモト工業

建物の基礎から外構（ブ
ロック・フェンス等）ま
ですべて責任もって提
案・施工致します。

櫨本 雄作

今津町366-8
TEL▶0957-53-5349

(株)ドラゴン

長崎空港を利用される
際には、是非ご利用くだ
さい。ホームページにお
得情報が載っています。

牧山 大和

大村市森園町1537-2
TEL▶0957-20-8811

ホロニクス株式会社

シーケンサ・タッチパネ
ルを使用した自動機器
の製作・販売およびソフ
トウェア開発。

樋口 和昭
大村市立福寺町1442-5
TEL▶0957-55-8060

たちばな信用金庫
西大村支店
   大村市古町1丁目513-2
TEL▶0957-53-6188
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理事

理事

副委員長


