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RISE UP TOGETHER YEG～挑戦なくして成長なし

1月定例会が開催されました。

令和3年度活動スローガン

万田 寿也（会長挨拶）

開会宣言定例会運営風景

下地 勇気（顧問挨拶）

　1月12日（水）に那覇YEG1月定例会が行われました。当初
は定例会と事業の部の政策提言ディベートコンテストを那覇
市IT創造館で、懇親会をやぶさちinメカルガーデンで行う予
定でしたが、再びコロナ拡大による蔓延防止等重点措置が実
施されたため事業の部と懇親会は中止、定例会はZOOMに
よるオンライン開催となりました。急な変更ではございました
が、同会には多くの会員様にご参加していただきました。
　渡慶次副会長の開会宣言の後に商工会議所青年部の歌
「伸びゆく大地」が斉唱され、那覇市みらい創造委員会の岩田
君による綱領朗読・指針唱和がありました。
　続く会長挨拶で万田会長は、事業の部が中止となったこと
に残念な思いを述べながらも「今回の事業は新しい一歩を進
めるものだったと理解し、次年度以降に生かして欲しい」と先
を見据え、佐賀YEGや那覇市社会福祉協議会との調印式を
例に、残り少ない任期の中で次年度に襷をつなげられるよう
な活動をしていきたいと意気込んでいらっしゃいました。
　そんな万田会長と前日にお話をされたという大城直前会長
は、ご自身の挨拶の中で万田会長が「残り3ヶ月の任期でより
いいものを伝えたい」と熱く語っていたこと伝え、そのために
感染予防をしっかりと行い那覇市のため、家族のために頑
張っていこうと檄を飛ばしていただきました。
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代表取締役  楠美 朝比古

株式会社 考福

株式会社 一直線
最初に貴社の紹介をお願いします。

那覇ＹＥＧに入会したきっかけをお願いします。

実際に入会してみての感想をお願いします。

仕事や個人的な事でPRしたい事があれば教えて下さい。

最後に大事にしている言葉などがあれば教えてください。

那覇商工会議所青年部会報 HAISAI

最初に貴社の紹介をお願いします。

那覇ＹＥＧに入会したきっかけをお願いします。

実際に入会してみての感想をお願いします。

仕事や個人的な事でPRしたい事があれば
教えて下さい。

最後に大事にしている言葉などがあれば教えてください。

那覇商工会議所
会員企業紹介Q&A

…………………………………………………………………………

代表取締役 福本 考平

店舗情報

那覇市泊1-18-1シャトレ泊102
【営業時間】 12：00～15：00
【定休日】 月曜日
　　　※２月中は木・金・土・日のみ営業

ご当地フルーツ大福「旬果」

TEL：098-869-5554

店舗情報

那覇市泊1-18-1シャトレ泊102
【営業時間】 １7：00～24：00
【定休日】 月曜日

居酒屋とりからたまご

TEL：098-869-5554

【営業時間】 18：00～23：00
【定休日】 月曜日

店舗情報

TEL：098-917-0206

今帰仁アグーしゃぶしゃぶ
長堂屋 那覇店

Zoom参加者 専務理事報告

NEWBusiness委員会報告

企業PR

新入会員紹介

閉会宣言 

那覇市安里二丁目4-17
ライオンズマンション105

那覇市泊にあるぽっちゃりきき酒師福ちゃんが営む「福島全力応援居酒屋」です。きき酒師
の資格を持つ福島育ちの店主が選び抜いた日本酒は常時50種類。珍しいお酒がリーズナブ
ルに飲めたり、十四代が驚きの値段で飲めちゃうことも。福島県直送の会津産馬肉や市場に
出回らない福島野菜の料理、居酒屋が本気で作った唐揚げなどがお楽しみ頂けます。通販で
は「みんなが知らない沖縄の食材」を使った加工品や調味料を販売。

お世話になっている先輩の紹介で入会しました。

多くの方 と々プライベートでもお仕事でも繋がることが
できました。

２月３日より昼の部として沖縄のフルーツを使った「フルーツ大福 
旬果」をとりからたまごの場所でオープン予定です。大阪の本店に
唯一許可を頂いたご当地フルーツ大福はお土産はもちろん、ノベ
ルティやお客様へのプレゼント企画などにも喜ばれる一品です。

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were 
to live forever. 
（明日死ぬと思って生きなさい、永遠に生きると思って学びなさい）

マハトマ・ガンジー

沖縄県那覇市　名護市　青森県青森市にて飲食店を運営しています。
那覇／今帰仁アグーしゃぶしゃぶ長堂屋
名護／焼肉ホルモン一直線 名護店　ラーメンBARすする　
　　　オキナワゴハンヨシヒコスパイスカレー研究所
青森／焼肉ホルモン一直線 青森店

現那覇YEGメンバーの奥平雄太君の紹介で色々な人と出会えて良い学びになる
からとオススメされました。

社会人になってから色々な人と出会えるのはとてもありがたい事だと思います。取
り組み方次第ではビジネスに大きなメリットを感じています。

今後は飲食店以外のビジネスにも興味があります。YEGメンバーにて良いビジネ
スが出来たらうれしいです。

「1日ひとつ良くしよう」を心掛けています。

　専務理事報告では福山YEGとの交流会が中止に、2月3日の
風会議と4日の浦添YEG周年祭が延期に、4日の佐賀YEGと
の友好締結調印式がオンラインで開催される旨が報告されま
した。
　委員会報告ではNEWBusiness委員会の福本委員長より
11月定例会事業の収支決算報告があり、完全オンラインで事
業を成し遂げたことに一定の成果を認め、反省点も含め次年度
に引き継ぎたいとお話をしていただきました。
　やっちゃえ総務委員会の大城委員長からは、第78回臨時総
会にて会員の過半数のご出席・委任状提出のもと無事議案が
承認された旨の報告がなされました。
　ぴーあーる委員会の赤峯委員長からは2月9日（水）の定例
会事業、那覇市社会福祉協議会との意見交換事業の案内があ
り、会員の皆様へのご参加を呼びかけました。
　出向者報告では沖縄県商工会議所青年部連合会に出向し
ている佐藤君より、12月3日に行われた会員大会と経済講演会
の報告があり、経済講演会と会員大会の様子を伝えていただ
きました。
　事務局報告では井上さんより卸売部会によるオンラインセミ
ナーの案内、下地顧問からは来月の事業への期待を述べてい
ただき、渡慶次泰博君からは次年度委員会アンケートへの協力
のお願いがありました。
　新入会員報告では、新しく会員に加わった沖縄映像センター
の玉城さんが「那覇YEGで楽しく交流を図りたい」と挨拶を
し、企業PRでは岩田税理士事務所の岩田さんよりご自身の事
務所や開催しているセミナーを紹介していただきました。
　閉会宣言では平良副会長が万田会長の「襷」のお話を引用
し「来月の事業を成功させるために襷を繋いでいこう」と1月度
定例会を締めていただきました。

【前頁からの続き】
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