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部長あいさつ

平素は多賀町商工会青年部活動に多大
なるご理解ご協力を賜り誠にありがとうご
ざいます。
部長任期2年間を無事に全うすること

が出来ましたのは、部員の皆さんをはじめ
事務局また関係各位の皆々様の支え・叱
咤激励があったからこそであります。まず
はこの場をお借りして御礼申し上げます。
私が就任時より大事にしてきたことは、
個々のメンバーからの意見を広く汲み取
り反映させることでした。副部長や委員長
と密に連携し各委員会で事業を構築し役
員会で内容の協議を重ねました。各会議
で深く議論できたことでメンバーの意識

の向上と質の高い事業を開催することが
出来たと自負しております。その中でも、
婚活事業の「多賀そば婚」、伝統野菜の桃
原ごぼうの種まき・収穫などの新事業にも
取り組み、事業の構築や集客など多岐に
渡る経験ができ青年部としての自覚・他団
体との連携の重要性・多賀町の魅力や社
会問題など数々の気づきと学びを得るこ
とが出来たことに心から感謝します。
そして今回の学んだことを私から次世
代へ伝え、今後も青年部員として我々が出
来る可能性の広がりを最大限活かせるよ
うに尽力していきたいと決意し本誌発行
の挨拶にかえさせていただきます。

平成28年度青年部の新事業

3月12日に商工会青年部として初めて
の婚活事業である『多賀そば婚』を開催し
ました。
多賀町の課題である少子高齢化や人口
減少対策として、また特産品である多賀そ

ばを広く知っていただきくことを趣旨とし
企画したところ、募集定員は男女１０名ず
つだったのですが、男性が15名女性29
名の予想を上回る募集をいただききまし
たので、男女12名ずつに増員して開催し
ました。
会場は水谷の浄願寺をお借りし、10時

から第一部として蕎麦打ち体験を行いま
した。石栗庵の石栗義男さんの指導のも
と、参加者全員が蕎麦打ちは初めてだった
のですが、男女で協力して蕎麦を打ちなが
ら交流をして、自分たちが打った多賀そば
を昼食で食していただききました。

午後からはフリータイムや１対1のトーク
タイムで交流を深めて意中の人を見つけ
ていただき運命の告白タイムに……結果
はなんと2組のカップルが成立しました。
縁結びの神様がおられる街「多賀」で繋

がったご縁を大事にしていただくと共に、
素敵なカップルの誕生の場に出会えたこ
とに事業を開催した喜びを感じました。
最後になりましたが、事業開催にあたり

ご協力いただきました水谷地区の皆様に
は、この場をお借りしまして感謝を申し上
げます。

登録事業所に「いいね!」をお願いします!	 eモールたが登録事業所

 多賀バーチャル商店街 eモールたが・登録事業所一覧 （3/26現在・順不同）
地域団体［Local Origanization］
Taga-Town-Project	 （大学生）
多賀町有線放送	 （通信・放送）
多賀町商工会青年部	 （商工会）
ショッピング［Shopping］
i-beans	coffee	 （珈琲豆販売）
安藤酒店	 （酒・ギフト）
きまぐれ市	 （野菜直売）
ゴルフパートナー	多賀店	 （中古クラブ）
コザイヤ	 （衣料販売）
渡辺糀店	 （味噌・糀屋）
㈱ニシザキ	 （ベビー寝具）
グルメ［Gourmet］
一休庵	 （うどんそば）
魚保keiji	 （一品料理）
和菓子処　さわ泉	 （和菓子製造）
藝やcafe	 （カフェ）
寿屋	 （菓子製造業）
みずほ製菓	 （あられ）

Wakkaya［ワッカ屋］	 （パン菓子業）
きくや	 （居酒屋）
多賀そば工房	 （手打ち蕎麦）
郷〜喫茶&お食事&麻雀［貸卓］〜	 （喫茶・食事）
観光&レジャー［Sightseeing & Leisure］
古民家友遊	多賀・八重練倶楽部	 （古民家体験）
高取山ふれあい公園	 （キャンプ場）
製造［Manufacturing］
㈱	ケレス	たなか	 （天板製造）
三和醤油商店	 （製造・販売）
多賀㈱	 （日本酒）
㈱ミヤジマ	 （鍛造業）
暮らし&住まい［Lives & Residence］
㈲A.SITE	 （建築デザイン）
大矢電器商会	 （電気工事業）
岸本電工	 （電気工事業）
杉原建具店	 （製造・工事）
丸賢建築	 （住宅・販売）
㈲マルシン久保田	 （建築）

㈱マルト	 （住宅建築）
㈱丸由	 （住宅建設業）
㈲丸弥製瓦所	 （屋根工事）
㈲司建材	 （建築）
㈱コザイ工業	 （みずまわり）
「Kurumi」	walnut	original	furniture	 （インテリア）
㈱ひらつか建築	 （高性能住宅）
ビューティー&ヘルス［Beauty & Health］
CLUB	HAIR	TAGA	 （美容室）
楓美容室	 （美容）
サービス&専門［Serveice & Speciality］
Qve[design	communication]	 （デザイン）
大和商会	 （洗濯屋）
㈱タガグリーンワークス	 （花と植物）
㈲安田溶工所	 （建設機械）
西澤登記測量事務所	 （不動産登記）
ニシザワモータース	 （自動車）
㈱木村重兵衛商店	ガソリンスタンド部	 （ガソリン）
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多賀町商工会青年部eモールたが

2年間ありがとうございました！

災害支援

熊本地震支援物資の供給
4月14日熊本地震が発生し、現地より
支援物資の供給につき要請があり、青年
部でも事業所・町民に声かけを行い、多く
の物資と温かい気持ちが集まりました。
現地は一刻を争う事態、また交通の便

の問題や荷受け日の予定変更などあり物
流面で難航しましたが、長浜北商工会青年
部と連携し福岡県商工会青年部を通じて
物資を無事に届ける事ができました。

※	青年部SNSアプリに災害支援マッチングシステムがあり
ます。有事の際に全国組織を生かして迅速且つ的確に支
援活動を推進しています

多賀町商工会青年部　部長

古川　良則
（㈱タガグリーンワークス）
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経営者セミナー

経営者のためのスピーチ力の極意
〜相手の心に残る話し方、伝え方とは！？〜
１０月２０日に多賀町商工会館にて「経
営者のためのスピーチ力」のセミナーを
開催しました。
このセミナーでは、話し方ひとつで相手
の印象が変わってしまう。誰もがわかって
はいるのだが上手くできない。どうすれば
良いのかということを体験を通して教えて

いただきました。
講師にはオフィスライジング株式会社
代表取締役、朝日里佳先生にお越しいた
だきました。
先生のお話しはわかりやすく、セミナー

は体験型でさまざまな経験ができました。
先生は上手く話すには準備が大切と話さ

れていた事がとても
印象に残りました。
参加していただい

た皆様、朝日先生あ
りがとうございまし
た。

甦れ!!幻の桃原ごぼう

桃原ごぼう栽培体験
昔、多賀町の特産品であった桃原ごぼう
の種まき、収穫を親子参加で行いました。
４月３日に青年部で開墾作業を行いまし
た。桃原ごぼうの土は粘土質で固くユンボ
や耕運機を使い畑を作りました。
４月２４日には種まきを行い、親子での
参加で大勢の方が参加してくださいまし
た。どんなごぼうができるか収穫の時が楽
しみでした。種まき後は昼食会でカレーを
いただき、午後からは山歩きや山菜取りを
して自然とふれあいました。
１１月１３日には収穫を行いました。長い

物では１メートルほどあり子供も大人も泥
だらけになりながら収穫を楽しみました。
昼食会で炊き込みご飯と豚汁をいただき、
おやつに焼き芋をいただきました。
現在では親子での自然とのふれあいが
少なくなってきています。今回の桃原ごぼ
うでは、親子のふれあい、自然の大切さを
改めて学びました。
協力していただいた桃原プロジェクト、
JA東びわこ、多賀クラブのみなさまあり
がとうございました。

商工会青年部全国統一事業

"絆"感謝運動
６月２日に商工会青年部全国統一事業

“絆”感謝運動を行いました。地域貢献をし
て役場周辺と国道３０６号線の清掃を行い
ました。下を見ながら歩いていると意外と
ごみが落ちているものです。
ごみはごみ箱へ捨てましょう。

多賀の魅力を十二分に発信

ふれあいかみいしづ
１０月２３日（日）に岐阜県大垣市上石津町
で開催された市民祭り、「ふれあいかみい
しづ」に古川部長、大矢副部長、川﨑委員
長の３名で参加しました。
多賀町の魅力発信として、多賀やさんの
協力のもと、糸切餅を２００個販売しました。
今年は例年に比べて売れ行きがよく、午後１
時には２００個完売してしまいました。
上石津の方々は多賀町のことをよくご
存知のようで多賀大社、糸切餅は有名で
すが多賀町のことをもっと知ってもらえる
ようにこれからも交流していきたいです。

滋賀県商工会青年部

ソフトボール大会
６月２日、第５１回滋賀県商工会青年部
ソフトボール大会が竜王のドラゴンハット
で開催されました。
例年は各ブロックにて予選を行っていま

したが、本年度より県内全ブロック合同で
予選を行うこととなりました。１回戦は同じ

ブロックの愛荘町商工会青年部との対戦
でしたが、惜しくも敗れてしまいました。
会員の減少により大会の形式などが変

わってきましたが、他の商工会青年部の
方々との交流や部員間の親睦を深めるた
め、続いていってほしいと思います。

多くの方々に楽しんでもらえました

ふるさと楽市
１０月１６日に「第１１回多賀ふるさと楽
市」が開催され、青年部は『絵馬スタンプラ
リー』の設営と『ポテトフライ』の販売をし
ました。
『絵馬スタンプラリー』は例年通り大好
評で、400枚の絵馬があっという間に無く

なり、豪華景品を目指して会場内の8ヶ所
のポイントを楽しみながら廻っていただき
ました。
『ポテトフライ』の販売は初の試みでし
たが、子供たちに大人気で喜んでいただ
きました。

青年部では商工業の総合的な改善発展を図るとともに、
研修事業、まちづくりなどの地域振興事業、親睦事業など
をおこなっています。加入できる方は、商工会に加入している事業所で、45歳までの経営者（候補）の方です。
お問い合わせは、お近くの青年部員または多賀町商工会事務局（TEL48-1811）まで。

ただいま部員募集中!!

月　日 行事名
4月　3日 桃原ごぼう	種まき
4月16日 通常総会
4月22日 県青連総会
6月　2日 "絆"感謝運動
6月　2日ソフトボール大会
7月　5日 青年部主張発表大会

月　日 行事名
8月　4日 万灯祭、総踊り
9月6〜7日 青年部近畿大会
9月13日 OB交流会
10月16日 ふるさと楽市
10月20日 経営者セミナー
10月23日 ふれあいかみいしづ

月　日 行事名
10月25〜26日 近畿ブロック商工会青年部交流会
11月8〜9日 青年部全国大会
11月13日 桃原ごぼう	収穫
12月　2日 青年部ビジネス交流会

平成29年1月24日 未来創造事業研修会
3月12日 多賀そば婚

年 間 事 業 実 績

求
む
！

ぜひ
青年部に入って
くださいね

参加人数　　種まき　大人１１名　子供１５名
　　　　　　収　穫　大人		９名　子供１３名


