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場所 会費
ウインクあいち1104

ウインクあいち1101

長野県マップル工場とりんご園（日帰り旅行会）

プラスパーク

ヒューマンスクエア

プラスパーク

若宮フットサルパーク

プラスパーク

ウエスティンナゴヤキャッスル

鹿児島・屋久島

ウインクあいち903

中京大学 蓼科セミナーハウス

名古屋YWCA

プラスパーク

5,000 
5,000 
7,000 
5,000 

0 
5,000 
3,000 
5,000 
7,000 
125,000 
3,500 
18,000
3,000 
5,000 

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

タイトル
椙山女学園大学武長ゼミ生との研修会　（1Ｇ希望のオリエンテーション会員のみ参加可）

「いかにモチベーションを高めるか！」講師：株式会社アビリティトレーニング　代表取締役社長　木下晴弘氏

マルヤス工業（自動車部品）の新規事業（りんご加工工場）を見学＆りんご狩り

合同例会『ハロウィン例会で海外文化に触れる』

ヒット商品を生む！会社経営のヒント　株式会社サンクレスト　社長　植田実氏の講演

合同例会『ハロウィン例会で海外文化に触れる』

心も体もリフレッシュ爽やか汗で経営力アップ！！

合同例会『ハロウィン例会で海外文化に触れる』

南山高等・中学校　校長　西　経一氏による講演会

県外例会、屋久島　（飛行機の座席数に限りがあるため状況により参加可）

元ラグビー日本代表 今泉清 氏による講師例会『ラグビーに学ぶチームビルディング』

講師例会～消費税増税後の不動産の動きを知る～

合同例会『ハロウィン例会で海外文化に触れる』

2014年10月

日本人男子初の夏冬オリンピック選手に語って頂きます。中京大学陸上部短距離コーチ青戸慎司氏

グループ例会参加申込書

お名前 生年月日　　　 年　　月　　日 会社名

※いただいた個人情報につきましては法令を遵守し適切な取り扱いを致します。

ふりがな

FAX 052-204-8521

役　職 携帯電話 Fax

E-mail

10月 1G・2G・3G・4G・5G・6G・7G・8G・9G・10G・11G・12G・13G・14G

申し込み期限：開催日の 1週間前　　※定員になり次第締め切りとなる場合がございます申し込み期限：開催日の 1週間前　　※定員になり次第締め切りとなる場合がございます

秋の例会体験キャンペーン!! 2014秋の例会体験キャンペーン!! 2014名古屋商工会議所若鯱会
名古屋商工会議所 共催

若鯱会とは、会員数450名を超える日本最大級の若手経営者の異業種交流団体です。 経営者としてのスキルアップ、ビジネス
チャンスの拡大はもちろんのこと、「真の友達ができた」「会員同士で深い絆ができた」「仕事でもプライベートでも感謝の気持
が持てるようになった」など、会での交流を通じて新しい価値・新しい未来を見出しています。若鯱会では、１グループから１４グ
ループに分かれて活動をしており、月に一度グループ例会というものを開催しています。そこ
で、より多くの方々に若鯱会を知ってもらおうと、１０月に「例会体験キャンペーン」を企画しま
した。若手経営者のみなさん、ぜひこの機会にお気軽にご参加ください！

参加資格参加資格参加資格
昭和40年4月1日生以降の
中小企業経営者・後継者の方、
及びそれに準ずる経営陣検索若鯱会www.wakashachi.net

お問い合わせ先

若鯱会の入会資格など詳しい情報はWebサイトをご覧ください

「そうだ！若鯱会へ行こう！」「そうだ！若鯱会へ行こう！」「そうだ！若鯱会へ行こう！」

例会風景 01 例会風景 02例会風景 01 例会風景 02

名古屋商工会議所  若鯱会事務局　
中小企業・会員支援部　田中利直

電話／052-223-5636
E-mail／t.tanaka@nagoya-cci.or.jp



■平成26年度代表幹事

■会員の声

■若鯱会歴／H26代表幹事・H23、H22、H19、H18副代表幹事・H17総務委員長・H16研修渉外委員長・H15
事業渉外幹事副委員長・H14オリエンテーション幹事副委員長
■若鯱会への想い／若鯱会は４５０名以上の会員が集う、日本最大級の若手経営者・後継者の異業種交
流団体であり、自己研鑽、相互啓発と若手経営者の育成を目的とした特徴のある集まりです。また会員を
通じ地域経済の活力維持に寄与することも目的としています。この理念は３２年前の創立当時とかわりま
せん。そしてこの理念を実行し伝えるために今年度テーマを「かけはし」としました。一言にかけはしと言っ
ても様々な意味があります。若手経営者・後継者の研鑽と育成、交流と友情、若鯱会活動を通じ企業の発
展と、例を挙げるときりがありません。みなさんも、ぜひ一度若鯱会を体験してみてください。

平成11年度入会

阿部建設株式会社

　あべ　　　しげひこ

阿部恵彦

■事業内容／アナウンサー、司会者を中心とし
たタレントプロダクション

■事業内容／建築一式工事業

■若鯱会歴／H26オリエンテーション委員長・Ｈ25オリエンテーション幹事副委員長・Ｈ24会員交流
副委員長
■若鯱会への想い／フリーアナウンサーとして某ＦＭ局でニュースや天気予報を伝える傍ら、自らタ
レントプロダクションを経営しています。マスコミ業界以外の人脈を広げようと選んだ異業種交流団
体が若鯱会。入会してこれまでに様々な役職を任せて頂き、その仕事をこなす中で経営者として必
要なことを自然に学ぶことができました。サークル活動も盛んで、フルマラソンやテニス、バンド結成
など、青春も現在進行形。もっとたくさんの方にこの会の楽しさを知っていただけたらうれしいです。

平成22年度入会

有限会社ミップ・ステーション

はしもと　　　みほ

代表取締役

専務取締役

橋本美穂

■事業内容／トラック・バスの販売、整備、部品販売、中古車販売等
■若鯱会歴／H26副代表幹事・H25会員交流委員長
■若鯱会への想い／若鯱会へは縁あってH21年に入会しました。昨年度は会員同士の
交流を図る委員会で、3つの事業を周りにいてくれた仲間と、力を合わせて開催する事
が出来ました。人との出会い、ご縁というのは何処で繋がるか分りませんよね。そんな
私も、この若鯱会に入会してそのご縁を体現している一人です。もっと多くの人と、新し
いご縁ができますことを願っています。

1G　平成21年度入会

三重日野自動車株式会社

きのした　　　としお

代表取締役専務

木下俊雄

■卒業者の声

■事業内容／冠婚葬祭業
■若鯱会への想い／平成19年度に私は日本商工会議
所青年部で専務理事を務めておりました。若鯱会は
それには属していないのですが、日本一素晴らしい
活動をしている会だという噂はそこまで届いてお
り、当時からとても興味を持っておりました。平成18
年、会社の拠点が名古屋に移ったのをきっかけに、迷
うことなく私は若鯱会の門を叩きました。元気のよ
さ、成熟した組織、ハイレベルな運営内容、それは噂
以上でした。生涯の友との出会いもありました。そし
て何より楽しい！私が自信と責任を持ってお勧めし
ます。若鯱会にぜひ来てください。

あさい　　　ひであき

代表取締役
株式会社出雲殿
平成22年度卒業
浅井秀明

■事業内容／酒類・食品類 業務用卸
■若鯱会への想い／サラリーマン生活から家業を継ぐ
立場にたち、何も解らないままガムシャラに目の前の仕
事をこなしていたそんな時、紹介勧誘を受けたのが若
鯱会でした。グループでの活動・サークルでの活動・委
員会出向、委員長・副代表幹事も経験させていただき、
あっという間の１３年間。多くのメンバーと知り合い、議
論し、共に汗を流し、喜びを分かち合う。本業よりもあ
る意味「かなり手ごわい相手」との経験は、自身の成長
の糧となり会社の運営にも多いに役立ちました。入会
して積極的に活動してください。宝の山があります。

かめい　　 としかつ

代表取締役
株式会社平勇本店
平成17年度卒業
亀井敏勝

■事業内容／宝石、ハンドバッグ、革小物のデザイ
ン、企画、販売、輸入、小売
■若鯱会への想い／この会は異業種交流会というだけでな
く大小様々な方面の企業のそれもオーナーの割合が高い集まり
なので、配属されたグループの中だけで過ごすことは本当にもっ
たいないことだと委員会に出向して私は痛切に感じました。入会
してすぐの頃は先輩方がその時代にしかできないようなお話や
体験をさせて下さるし、年数を重ねてくると本業では関わりを持
つことがないような方々と同じ目線で生の声が聞けるように
なってきます。困ったことがあってもタウンページをめくる必要
もなく電話１本で解決したこともあります。若鯱会とは私にとっ
て大きな百科事典であり引き出しだったように思います。

いとう　　 ひろあき

代表取締役社長
株式会社居東屋
平成25年度卒業
伊藤博章

■事業内容／税理士業務、経営コンサルタント
■若鯱会歴／H26会員交流副委員長・H25研修渉外委員・H26～H23グループサブ
リーダー
■若鯱会への想い／４５歳の時、更なる自己研鑚をすることを目的に若鯱会に入会致しまし
た。若鯱会が企画する研修等の事業が自分にとって大変有意義なことは想定どおりでしたが、
様々な業種の経営者と交流することにより、中小企業の現状や経営の在り方等を深く広く知るこ
とが出来ています。情報社会の今日、私にとって大変貴重な研鑚を積ませて頂いているとともに、
相互啓発やビジネスマッチング等により、若鯱会は地域経済の活力にも寄与していると言えます。

西川税理士事務所

にしかわ　こういちろう

所長

西川幸一郎

■事業内容／研修業、美容サービス人材育成コンサルティング
■若鯱会歴／H26総務委員・韓国研究会サブリーダー
■若鯱会への想い／創業２年目に、様々な業種の方と交流を深め、仕事に役立てたいと
思い若鯱会に入会しました。こういった会は初めてでしたが、皆さん親切でお互いを尊
重する方ばかりでしたのですぐ馴染めました。また、例会やサークル活動を通して、本当
に幅広い方々と交流でき、多くを学ばせていただいております。諸先輩方との交流は経
営者として学ぶことも多く、人生観も幅広いものになりました。私も、先輩方にしていた
だいたように相手のために良いと思うことを真面目にやっていきたいと思っています。

10G 平成24年度入会

株式会社エデュケーション

いとう　　　あおい

代表取締役

伊藤あおい 9G 平成23年度入会

■事業内容／ばね、レーザー、溶接、プレス、機械加工の複合製造業
■若鯱会歴／H25もの作り研究会リーダー・H22事業委員・H21、 H20総務委員
■若鯱会への想い／入会当時は、まだ３２歳と若く右も左も分からないままの中で、グ
ループ活動を中心に、委員会活動などを通して多くの方と交流させていただき、諸先輩方
から色々なことを教わりました。昨年は、もの作り研究会のリーダーをさせていただき、
メッセ名古屋にも共同で出展をすることで、お互いのことを、よく理解することができ、今
後のもの作りの方向性について、考えるキッカケになりました。是非、皆さんにも若鯱会
に入会し、積極的に関わって、何かを考えるキッカケにしていただきたいと思います。

8G　平成19年度入会

イハラ鋼業株式会社

いはら　　　 ひでき

常務取締役

庵原英樹

1G

11G


