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今回はガスコンロについて書きたいとおもいます。山 （調理方法）卵をキッチンペーパーで包み、水に濡らし
てアルミホイルで更に包んで、焼く。
陰酸素という会社名からなのか、
どうしても「酸素を売っ
（完熟の場合、上下強火で約10分。半熟の場合、上下強
ているの？」
といわれることが多々あります。私が所属し
ておりますのは米子支店ＬＰガスグループ。いわゆる一
火で約８分）
般のご家庭に、ガスコンロやガス給湯器などを販売して 【ガーリックトースト】
います。
最近のガスコンロは結構優れもので、安全機能が
（用意するもの）フランスパン・バター・にんにく
充実した高付加価値の商品が良く売れています。その中 （調理方法）フランスパンを斜めに薄切りにし、にんに
でもグリル
（魚焼きの部分）
の活用術をお教えします。
くをバターとよく混ぜ、パンに塗って、焼く。焦げ目が
ついたら出来あがり。
（食パンの厚切りでもOK）
【お漬け物】
（用意するもの）きゅうり１本、大根またはカブ 1/4 （上火は中火、下火は強火で約２分）
本、
塩・昆布だし 少々
などなど。是非、ご家庭で披露されてみてはいかがでしょ
（調理方法）
きゅうり・大根は乱切り。
塩・昆布だしを振 う？お父さんの株急上昇になること受け合いです。来る
り、
アルミホイルで包んで焼く。
２月９日・10日に米子食品会館に来て頂けますと「体感」
（両面焼きの上下強火で約3分で出来上がり）
出来ます。
・・・・念のために。ガスコンロでないと上手く出来ま
【ゆで卵】
（用意するもの）
卵・キッチンペーパー・アルミホイル
せん。ご注意下さい。・・・・

１月度委員会報告
会員力委員会
平成20年１月10日
（木）
於：米子ニューアーバンホテル 出席者／ 10名
議題／ ・会員拡大について
		
・４月担当例会について
		
・新入会員オリエンテーションについて

魅力アクション委員会
平成20年１月10日
（木）
於：白鳳の里 どんぐり館
出席者／８名
議題／ ・講演：
「淀江の水と歴史について」
講師：淀江文化センター副館長 笹尾千恵子先生
		
		
・３月担当例会について

地域ビジョン委員会
平成20年１月９日
（水）
於：魚菜屋
出席者／ 10名
提案について
議題／ ・商品企画、
企画、
提案された商品を試食し意見交換・課題点の議論
		

政治行政委員会
平成20年１月８日
（火）
於：米子ニューアーバンホテル 出席者／ 10名
議題／ ・２月担当例会について
		
・その他

環境問題委員会
平成20年１月９日
（水）
於：米子ニューアーバンホテル 出席者／ 12名
議題／ ・下期活動内容について
		
・その他

広報委員会
平成20年１月９日
（水）
於：レストラン ぶどうの木
議題／ ・ハンサムについて 紙面割付、
各担当分担
		
・ＨＰについて

出席者／ 12名

ビジネス委員会
平成20年１月11日
（金）
於：米子ニューアーバンホテル 出席者／９名
議題／ ・３月オープン委員会について
		
・足立美術館視察について
		
・その他

総務委員会
平成20年１月８日
（火）
於：大連
議題／ ・12月忘年例会の反省
		
・その他

出席者／９名

（広報）

新 入 会 員

《コピーをして名簿にお貼りください》
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〈コメント〉このたび一月から入会させていただくことになりました、米子ガスの
生田育永と申します。この苗字のような私の名前、育永
（やすなが）の
「育」という字
は人名読みのみ「やす」と読みます。
自慢ではありませんが、今まで一度も初対面で
「やすなが」と読まれたことはあ
りません。
皆さんに一日も早く「生田育永」の名前をよい意味で覚えていただけるよう、積
極的に活動に取り組んでまいりたいとおもっております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

お知らせ
【所属企業変更】
小椋崇永会員
・企業名：永大
・住 所：〒683-0835 米子市灘町３−５
・ＴＥＬ：32−6672 ・ＦＡＸ 35−5819
【住所変更】
後藤太良会員
・企業名：有限会社 クレア・ウォモ
・新住所：〒683-0805 米子市西福原７−12−23

２月役員会報告
２月定例役員会が平成20年２月１日
（金）
、米子食品会館に
て開催されました。当日の主な議題は以下の通りです。
・１月例会の反省・報告の件
・２月例会開催の件
・その他
※なお、詳細については各委員長までご参照ください。

２月例会案内
と き：平成20年２月14日（木） 19：00〜開会
ところ：米子コンベンションセンター国際会議室
内 容：高校生によるプレゼンテーション
全体でのディスカッション
テーマ：『どげかしょいや』−ボクらに出来ないことはない−
担 当：政治行政委員会

編集後記
最近、ＮＨＫのリリースした大河ドラマのＤＶＤ「徳川家康」
にはまっている。小生が中学生の頃であっただろうか、大人たち
が年末に再放送される総集編に涙していたのが思い出される。
時に狡賢く、計略をもって天下統一をなした人物として描写し
ている他の映画やドラマもあったようだが、この大河ドラマに
おいては終始、民を思い、家臣を思い天下泰平の世を願う「堪忍
の人」として描かれている。恩賞で家臣の心を引きつけるのではなく、
「志を同じくしてくれ」と熱心に説き、家臣と強い精神的なつながりを
地道に作り上げていくストーリーは物欲にまみれた現代社会を痛烈
に批判しているようでならない。若干禅問答のようではあるが、人心
把握の手法は会社経営にも役立つのではなかろうか。
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発行人：鳥取県西部中小企業青年中央会
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1月例会
今回は、講師に日産自動車株式会社の
マーケティング本部マーケティングダイレ
クターの加治慶光さんをお招きし『顧客接
点を活用した実践的マーケティングで生き
残 り を 図 れ！～ NISSAN GT-R･ ス カ イ
ラインを事例として 』というタイトルで行
われた。オープン例会ということもあり、
OB会員はもちろん一般の方も多数参加さ
れ開催された。

編集責任者

畠山広幸

制作・編集

平成20年1月16日（水）
米子全日空ホテル

33期広報委員会
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ンセプトである。日産自動車は、トヨタや
ホンダと違って、多国籍企業でありその意
味でも非常に面白い会社である、というお
話も付け加えられた.

さてメインの講演会。冒頭で加治先生は
最初に就職された都市銀行で悩まされた、
日本ならではの習慣のエピソードを紹介さ
れつつ、ご自分の経歴をお話された。現在
は日産自動車で主にGT-R･スカイラインの
マーケティングを手がけておられる。

折しも、スカイラインは生誕50周年を
迎えるとのことで、貴重な映像を交えなが
ら販売戦略などをお話いただいた。スカイ
はじめに、中田会長より『今期も半年が ラインのように、50年間も引き継がれて
過ぎたが、委員会の落としどころばかり考 いる国産の車はごくごく稀（トヨタ ・ クラ
えず、のびのびと委員会活動をして欲し ウンと２車種のみ ）であるといわれた。激
い。』とあいさつをされた。続いて新入会 動の変化を見せる自動車業界のお話が印象
員バッジ授与では、米子ガス株式会社の生 的である。また、GT-Rに関しては大変ユ
田育永さんが、新人らしい溌剌とした挨拶 ニークな販売戦略を展開されていて、ほと
をされた。委員長タイムでは政治行政委員 んどコマーシャルは無し、車の全貌もギリ
会の松江委員長が「自分と中央会 」という ギリまで隠す、さらにマスクをかぶらせ
題目で自身の てさながら“忍者”といった
経験を交えな 感じでいっているそうだ。
がら熱く語ら また、日本国内だけのマー
れ、入会年数 ケットにとらわれず、世界
の浅い会員に をターゲットにしたグロー
は、特に刺激 バルな視点も興味深い。時
になったので 速300キロ（！）を超える車
はないだろう で、BMWや ベ ン ツ な ど を
か。
ライバル車として想定する、
というような驚かされるコ

個人的な感想ではあるが、今回の講演の
内容をすぐに自分の会社で反映させること
は正直無理だとおもう。だが、世界全体を
視野に入れながら考えていかなければ、こ
の先会社が伸びることは難しいのかもしれ
ないと漠然とではあるがそんな感想を抱い
た。
記事：山本博

15：00〜
鳥取県中小企業青年中央会 平成19年度 委員長・副委員長交流会 日時：平成20年1月26日
於：湯梨浜町はわい温泉 羽衣

県役員三役、各地区
の委員長・副委員長、
担当県出向４名を含
む 計43名 の 参 加 者 が
中部の地に集い開催
さ れ た。冒 頭、田 中 県
会長が『今期のテーマ“共感”〜共に感じ、共
に感動できる〜のもと、今年度は副委員長
にも“共感”していただきたく交流会を企画
しました。東中西の垣根を取払い、互いに刺
激しあい下期の活動に生かして欲しい』と
述べられた。次ぎに各委員長・副委員長が自
己紹介を兼ねて３分間スピーチを行ない、
各自企業の事業内容や委員会活動について
話された。引き続き委員長・副委員長別に分
かれ、委員長テーマ【各地区の例会のあり方

と魅力ある例会作り】副委員長のテーマ【委
員会をどの様にもりあげるか】についてグ
ループディスカッションが行なわれた。共
通意見として、魅力ある例会、委員会にする
には、基本となる委員会において委員長の
思い、例会の意義・魅力をどう伝えるかは勿
論、欠席がちな会員のフォローや様々な仕

掛けづくりをし、会員が受身にならないよ
う参加型の会にしていくことにより、会員
個々の意識が高まるのではないかとの意見
が多く出された。
総評では谷口副会長が
『交
流会の経験を持ちかえり下期の委員会活動
に役立ててください。
』
と締めくくられた。
記事：石川
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