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11月役員会報告

11月例会案内

　11月定例役員会が平成19年11月１日（木）、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。
　・10月例会の反省・報告の件
　・11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19年11月14日（水） 
　　　　　　　　　　18：30〜食事　19：00〜開会

ところ：米子全日空ホテル

内　容：パネルディスカッション（予定）

担　当：環境問題委員会

編集後記

会員力委員会
平成19年10月４日（木）於：米子ニューアーバンホテル 出席者／９名
議題／ ・９月担当例会の反省
  ・新入会員オリエンテーションについて
  ・会員拡大について
  ・４月担当例会について

地域ビジョン委員会
平成19年10月11日（木）於：昌庵 出席者／９名
議題／ ・商品企画、提案について
    企画、提案された商品を試食し意見交換・課題点の議論

環境問題委員会
平成19年10月５日（金）於：米子ニューアーバンホテル 出席者／ 12名
議題／ ・11月担当例会について
    内容検討、役割分担
  ・講師先生による講演～
    テーマ：「生き物から見た環境」   講師：第29期足立徹OB

ビジネス委員会
平成19年10月４日（木）於：ホテルサンルート米子 出席者／ 12名
議題／ ・ＯＢ交流例会について
     タイムスケジュール、担当者最終確認
  　例会会場にて設営等の確認
  ・10月12日（金） 臨時委員会開催

魅力アクション委員会
平成19年10月10日（水）於：米子ニューアーバンホテル 出席者／６名
議題／ ・講師先生による講演
    テーマ：「よなごの水について」
    講師：米子市水道局　田中道雄局長・金田眞吾係長
  ・３月担当例会案について
  ・11月委員会について

政治行政委員会
平成19年10月４日（木）於：ウェルネス・インほうき路 出席者／８名
議題／ ・趣意書文章の件
  ・米子市街地復活に関する高校生アンケートについて
    アンケート配布、回収の時期及び配布担当者を決定
    アポイントマニュアル作成

広報委員会
平成19年10月９日（火）於：レストランぶどうの木 出席者／ 12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
     ＨＰリニューアルの検討  

・会員拡大について

総務委員会
平成19年10月４日（木）於：㈲クーリエ宅配サービス　  出席者／ 10名
議題／ ・内規について
    入会推薦書での推薦者の基準案、入会金及び登録料解釈基準案
  ・忘年例会について
     内容検討

10月度委員会報告

〈コメント〉 皆様はじめまして！建築とテニスと子育てに、日々奮闘中の35才で
す。今年の７月に設計事務所を開業しました。今、地方経済は混沌としております
が、明るく前向きに青年中央会の皆様と共に頑張ろうと決意しております。プロの
アスリートはトレーニング：試合＝80：20といいます。我々ビジネスマンも同じ。
勉強：仕事＝80：20くらいのつもりで勉強しなければ生き残れません。熱い気持ち
は周りに伝染します。熱く明るく、共に時代の荒波を乗り越えていきましょう！
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新規企業設立
会社名：株式会社　エル・グラッド　代表取締役　多賀彰穂
住　所：〒683−0851　鳥取県米子市夜見町2429
電話番号：0859−29−3163

　第14回中海テレビ放送杯に我が鳥取県西部中

小企業青年中央会　野球部はこの度９回目の参

加であった。野球部員30名。前年の１回戦コール

ド負けの敗退をバネに今年こそはと、中海テレ

ビ放送杯にむけて、部員全員のモチベーション

も高く、練習参加人数も20名近くになり実戦形

式の練習、紅白戦を重ねてきた。

　10月14日（日）開幕日の第２試合　１回戦

の対戦チームは昨年コールド負けした、BIG  

MOUTH 。昨年のリベンジに燃える、先発を任

された牧田投手は緊張からか、制球に苦しみ立

ち上がりを相手チームにつかれ３失点。その後

２回、３回は後続を退け、４回に勝田投手に継

投。両チーム零点が続き最終回７回表、福田監督

より「魂をみせろ」のゲキからＴＳＣの反撃が始

まった。代打、拝藤選手出塁後、２盗に成功しベ

ンチは押せ押せムード。その後チャンスを広げ、

松江選手のセンターオーバーの３塁打、走者一

掃、同点に追いつくと、続くは後藤公平選手。ベ

ンチ全員祈るような思いでバッターボックスに

いる後藤公平選手に視線を集中。見事に勝越し

タイムリーヒット。まるでサヨナラヒットのよ

うな盛り上がり。しかし、最終回７回裏にノーア

ウト満塁の大ピンチ、誰もが同点は仕方がない

と思っていたが、勝田選手、ファーストアウトを

狙いにいった三振。つづく後続をしっかり抑え

見事なチーム一丸となった逆転勝利、昨年のリ

ベンジを果たした。

　ベスト８をかけて、10月21日TEAMフロリ

ダと対戦。

　１回戦の勢いを生かし、２回戦も突破と、チー

ム一丸となり戦いに望んだが、０対４にて敗戦

しました。大会期間中、ＯＢの方、現役会員の方、

ご声援誠ありがとうございました。来年第15回

中海テレビ放送杯にむけ新たなスタートが始ま

る。　　　　　　　  記者名：野球部　有和豊光

　トライアスロンが終わった翌日、疲れた体にムチ打って仕事
に出ていたときのことである。トイレで「大きいの」をしている
と、なんとビックリ！「血液まみれの大」と遭遇！！
　日頃の不摂生の心当たりがあるだけに、この歳でお迎えにこ
られたのかと青ざめてしまい、仕事を投げ出し病院へ急行。『日
を改めて大腸にカメラを挿入しよう』と薦める医者に、『そんな
恥ずかしいことできるか』と心の底で叫ぶが言いなりに！
　検査日までの数日は、家族の今後が気になって何事も手につかない
日を過ごし、いよいよ挿入日！白く眩しい光を放つヤツが、大腸をエグ
ルこと約15分、検査医から『入口にぢがあるだけです』と言われ、安堵
感に包まれながら数日間に及ぶバトル終了。
　若くない青年のみなさん、家族のためにも各種検査をしてみてはい
かがですか？

　第１章　現状・課題、第２章　アピール、第

３章　マッチング、第４章　将来の４部構成

によるOB交流例会がビジネス委員会主催で

開催された。例会スタートからOB会員の方々

にもご参加いただいき、久しぶりの綱領唱和

で現役時代をおもいだして参加いただけた

のではないだろうか。冒頭、中田会長は『会長

挨拶も慣れてきたが、言葉は伝える方法とい

うのがいろいろあり難しい。』と挨拶され、引

き続き白石博昭新入会員にバッチ授与が行

われた。委員長タイムでは魅力アクション委

員会の加藤委員長が、いろんな懸賞に応募す

る懸賞生活の魅力について話し会場内の笑

いを誘った。例会の第１章では、講師に伊木公

認会計士事務所の伊木隆司氏をお招きし「右

肩上がりの経営計画」〜商売繁盛を目指して

〜と題し、われわれが認識すべき現状につい

てご講演いただいた。「世界経済の基本構造が

1995年以降に大転換を迎え、地方の財政がど

んどん厳しくなるなか、われわれは国に試さ

れているのではないか。どうしたら地方経済

が良くなっていくのかを真剣に考えなければ

ならず、地道な努力、小さな一歩を踏み出すこ

とが必要である。」と語られた。また、経営計画

を作ることの必要性、大切さについてもお話

いただいた。

　第２章からは会場を移りＯＢ会

員と現役会員がより親睦を深める

ことができるよう懇親会形式で

行われた。乾杯にあたり第７期卒

会の松田一三ＯＢが「任怨分謗（に

んえんぶんぽう）」という好きな言

葉を若い会員に送られた。「任怨分

謗」という言葉は、「なにか事業や

政治でも新しいことを改革しよう

とする時は誰かの怨を買うものだ

が、怨みを気にしてはやりとげら

れない。敢えて怨を受けてもやり

とげる。志を共にする仲間が怨を

受けたときは分担してかばってや

る気概が必要である。」といった意

味であり、「皆も仲間をかばい目的

に向けて頑張ってほしい」とエー

ルを贈られた。

　第２章では広報委員会の石川委員長、第28

期卒会の小林ＯＢ、第29期卒会の山城ＯＢ、第

27期卒会の堀田ＯＢの４名がそれぞれ壇上で

会社や仕事のアピールをされた。

　つづいて第３章では伊木氏、第13期卒会の

杉原ＯＢ、第27期卒会の奥森ＯＢ、第32期卒

会の村岡ＯＢがステージ上で大山の自然や

水、結婚式などのビジネスマッチングについ

て熱く語られた。章の最後に伊木氏は「われわ

れはもっとこの地域の外に出て見聞を広める

ことにより、さらにこの米子のすばらしさを

感じられるようになる。」と語られた。われわ

れの地域に当たり前のように存在すると感じ

る大山。その本当のすばらしさを再発見する

ことで、もっとビジネスチャンスにつながっ

ていくのではないかと思った。

　そして最後の第４章ではビジネス委員会の

メンバーがステージに上がった。応援団長風

の気合の入った佐々木委員長が「現役とＯＢ

の垣根を取り払いどんどんビジネス交流を深

めていただけないでしょうか。」とＯＢ会員へ

お願いした。

　中締めにあたり第７期卒会の須山ＯＢが

「会としても地域社会における責任は重大で

ある。ひとりひとりがそれぞれの立場におい

て地域で活躍してほしい。」と語られ例会は終

了した。

　今回のＯＢ例会も大勢のＯＢが参加され、

入会年度の浅い会員にとっては交流を深める

絶好の機会になったに違いない。これからも

大勢のＯＢ会員が参加していただけるような

会の雰囲気作りが必要であると感じた。結果

的にそれがビジネスチャンスを生み、地域の

発展につながるであろう。

記事：高野

平成19年10月15日（月）　ホテルサンルート米子

1 0 月ＯＢ交流例会開催1 0 月ＯＢ交流例会開催1 0 月ＯＢ交流例会開催

中海テレビ放送杯

野球部大奮闘！
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