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１月役員会報告

１月例会案内

　１月定例役員会が平成20年１月４日（金）、米子ニューアー
バンホテルにて開催されました。当日の主な議題は以下の通

りです。
　・12月例会の反省・報告の件
　・１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。

と　き：平成20年１月16日（水） 
　　　　　　　　　　19：00〜開会　21：30　閉会

ところ：米子全日空ホテル

講　演：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〜

講　師：日産自動車株式会社 マーケティング本部
　　　　　　マーケティング・ダイレクター  加治 慶光氏

担　当：役員

編集後記
　最近パッチを買いました。そう、あのパッチです。食わ

ず嫌いならぬ履かず嫌いだった私は、そのポテンシャル

の高さにビックリしました。何で今までこんなに暖かい

物をスルーしてきたのだろうと後悔しております。まだ

パッチデビューしてない方、是非お試し下さい。一度履い

たらもうパッチの虜になるはずです。体が資本ですから体調を

崩されぬよう、心より申し上げます。

〈コメント〉 皆様始めまして！私は30代を降り返った時に、子供達と楽しい時間を
過ごしたことしか覚えてない自分に危機感を感じました。いつも高い目標を掲げ
ては何もしていませんでした。そんな自分を変えたくて中央会に入会しました。青
年中央会の皆様の仕事に対する姿勢、情熱、おもいを活動を通してたくさん吸収さ
せていただきたいとおもいますのでよろしくお願いします。
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新築、増築。リフォーム、下水道
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会員力委員会
平成19年12月６日（木）於：まつだ家米子本店   出席者／ 11名

議題／ ・４月担当例会について

  ・会員拡大について

地域ビジョン委員会
平成19年12月７日（金）於：海潮園 出席者／ 11名

議題／ ・上半期反省ならびに下半期に向けての意見交換 

環境問題委員会
平成19年12月11日（火）於：大連 出席者／ 10名

議題／ ・11月担当例会反省

  ・下期活動内容について

ビジネス委員会
平成19年12月５日（木）於：海潮園 出席者／ 10名

議題／ ・情報発信について

  ・今後の委員会活動について

魅力アクション委員会
平成19年12月６日（木）於：米子角ばん くし串 出席者／７名

議題／ ・上半期反省ならびに下半期計画について

  ・３月担当例会案について

政治行政委員会
平成19年12月５日（水）於：こうりん坊 出席者／ 11名

議題／ ・２月担当例会について

  ・下期活動について

広報委員会
平成19年12月11日（火）於：海潮園 出席者／ 13名

議題／ ・ハンサムについて  紙面割付、各担当分担

  ・ＨＰについて

総務委員会
平成19年12月５日（水）於：長田製麺所 出席者／ 10名

議題／  ・忘年例会について

     最終打合わせ、役割分担確認

12月度委員会報告

　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中は、鳥取県中小企業団体中央会をはじめＯＢ会員の皆様、そして各関係機関及び会員所属企業
ならびにご家族の皆様、様々な方に当会活動に格別なるご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年も変わらずよろしくお願い申し上げます。
　「Creative & Action」をスローガンに掲げスタートした33期も、はや後期へと差し掛かりました。
各委員会とも委員長を中心に特色を作りながら、研鑽を積み活動しています。特に毎月の例会では「これ
でもか、これでもか」と言わんばかりの内容で開催され、私自身、毎月の例会が楽しみでならない状況です。
　新たな年を迎えるにあたり、自らの掲げたスローガンの下、改めて身を引き締め、会員の皆さんと共に、
有益な活動となる様に邁進していく所存です。
　さて年末には2007年の漢字が、社会事件等世相を現した「偽」で現されました。上位文字に至っても「嘘、
疑、謝、乱」と身近な食品から政界、経済界、スポーツ界まで次々と発覚し、何を信じたらよいか解らな
い１年でした。
　地域経済も依然として混沌とした状況の中ではありますが、私たちは自らをまたお互いに律する気持
ちを持ち、青年中央会の活動を通し地域に皆様や会員の所属企業へ少しでも役立つ活動を行い、会員一
人一人の英知を集め、団結して「鳥取県西部を明るくするのは我々だ」という意識を持ち活動してまいり
ます。
　2008年、皆様のご健勝とご多幸をお祈りすると共に、今後とも一層のご理解とご協力を賜りますよう
お願い申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

　42名のＯＢ会員と７名の来賓の方々をお迎

えし、今年を締めくくる忘年例会「楽笑」が総

務委員会の担当で行なわれた。

　開会にあたり、中田会長より今回多数出席

していただいた来賓、ＯＢの方々へお礼を述

べられた。また、現役会員へは『この時期にな

ると今期をどのように終わるかということ考

え始めるとおもうが、残された時間を「まだ半

鳥取県西部中小企業青年中央会

第33期会長　中田耕治

年」、「まだ３ヶ月」あるという気持ちでより積

極的に活動してほしい。そうすることが終わっ

たときの充実感、成果となる』と後半の活動に

期待を込められた。

　引き続き、来賓の皆様よりご挨拶いただき、

野坂康夫米子市長の乾杯でしばらく歓談と

なった。

〈コメント〉 この度、鳥取県西部中小企業青年中央会に入会しました、うえだ企画の
上田康文です。12月の忘年例会の時、会員の皆さんとお会いして、率直に私にはな
い輝きをもっておられる方が多いとおもいました。中央会の活動を続けて行けば、
自分も輝けると信じて一生懸命がんばりますので宜しくお願いします。
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イベント会場の設営

〒684-0033　境港市上道町205

ＴＥＬ 42-6445　ＦＡＸ 42-6445

（KT）090-2290-4773

（EM）ueda_kikaku5@yahoo.co.jp
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新規店舗オープン
松田幸紀会員の所属企業㈱かばはうすの新規店舗情報です。

店舗名：「山陰海鮮炉端かば」
　　　　　東京２号店・新橋店／東京３号店・浜松町店
住　所：新 橋 店　東京都港区新橋３丁目６番３号
　　　　　　（ＪＲ新橋駅　徒歩２分）
　　　　浜松町店　東京都港区海岸１丁目２番20号
　　　　　　（ＪＲ、モノレール浜松町駅北口より　徒歩１分）

こだわりの逸品こだわりの逸品

　幼い頃からダイワのフィッシングカタログをワクワクしながら眺め

ていた自分には「釣り具と言えばダイワ精工」という記憶が刷り込まれ

ているのかもしれません。

そのダイワ製品の中から最近購入したものは「メガドライパワートルク

競技」です。

　この竿は一般的に磯釣りで使うアウトガイドロッドではなく、ロッド

の中をラインが通るインターラインタイプになります。インターライン

ロッド自体は10年ぐらい前に発売され、初代モデルも買ったのですが

当時のモデルは実釣で使うと持ち重りするわ調子（竿の曲がり方）が良

くないわでもったいない話ですがすぐにお蔵入りになり、それ以来購入

するのはアウトガイドばかりでした。

　そんなことでインターラインの新製品が出るたびに釣具店で竿を伸

ばしてみては、落胆の日々を送っていたわけですが、メガドライパワー

トルク競技を店頭で持ってみたところ「お！これならいけるかも？」と

いう感触を得て購入、実釣でもアウトガイドと同等、ある部分ではそれ

を上回るポテンシャルを見せてくれ、それまでアウトガイドにこだわっ

てきた自分にも納得の逸品です。

久保田賢会員 新年のごあいさつ新年のごあいさつ

　恒例のアトラクションは、今回は二部

制で行なわれた。第一部では、各委員会

とＯＢ＋来賓選抜の８チームが参加して

「委員会対抗絵描きゲーム」が行なわれた。

ルールは、４人一組となり持ち時間90秒

間内に出題される「お題」に対して絵を描

き、別のメンバーがお題が何であるかを

当てるというゲーム。各チームのお題に

は、必ず数問の難問が用意してあり時間

をどんどん無くしていくようにしてある

なか、一番最後に登場した広報委員会は、

難問を素早くパスして７問クリアーで見

事優勝。二位には会員力委員会、三位は

魅力アクション委員会が入った。

　第二部では、今忘年例会テーマ『楽笑』

の山場となるオークションを開催。90品

以上の品物が現役・ＯＢより提供され、売

上金は来る、35周年事業の積立金にする

ことになっている。

　進行を務めるオークショニストは、巨

人の星のテーマソングに乗せ、まさかの

徳中ＯＢが登場！会員からの『森進一っ』

の声にも、ものまねで答え早くも会場か

ら笑いを取っていた。

　オークション一品目は、18,000円の

リーガル革靴（新品）を鈴木ＯＢが2,000

円で落札！驚きの落札価格で会場がどよ

めきたった。二品目は、15,800円のＭサ

イズジャケット（新品）、『一声1,000円！』

に３Ｌ？の松江会員が挙手で希望表示す

るも徳中ＯＢの『松江、お前着れんけんダ

メ』と却下。仕切り直しで村岡ＯＢが1,000

円で落札すると、徳中ＯＢがすぐに『同じ

もんがもう一着あった、松江ほら1,000円

だ』と、まるでネタが仕込んであるような

展開に会場も大爆笑。この後も、終止驚

き価格と笑いで目の離せないオークショ

ンとなった。

　オークション終了時には売上金の発表

があり、徳中ＯＢの見事な采配もあり当

初の目標額を超える209,000円で成功の

オークションとなり、忘年例会自体も楽

しく笑え大成功となった。

記事：平田

忘 年 例 会忘 年 例 会




