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こだわりの逸品こだわりの逸品

　今日の環境問題が私たち一人一人の日常生活に起因して

いることは、既に周知の事とおもいます。環境の負荷に対す

る認識を深め、環境保全活動を実践していくことが、重要で

あることもメディアを通して伝えられています。

　省エネ・資源の再利用・CO2の排出など、個人レベルでは

小さな事ですが、その小さな事からコツコツと取り組むこ

とが私たちの出来る環境配慮への第一歩ではないかとおも

います。ごく当たり前の事が、とても重要なのではないかと

おもいます。

９月役員会報告

９月例会案内

　９月定例役員会が平成19年９月３日（月）、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。

　・８月例会の反省・報告の件
　・ 委員会運営並びに書記・会計説明会報告の件
　・９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９月14日（金） 
　　　　　　　　　　18：30〜食事 19：00〜開会

ところ：ホテルサンルート米子
内　容：「会員企画アピール例会」
担　当：会員力委員会

編集後記

　連日35℃を超える猛暑日が続く中開かれた８月例会は、冒頭の中田会長の挨拶も『暑いなぁ』で始まり、７月に行われた選挙につい

て中央会としては『選挙運動はあくまで個人の責任で行うべきもの』というスタンスでいきたいと述べられ、スタートした。

　そして、勝田新入会員へのバッジ授与、「梨の花は春の雪」の宣伝のあと、委員長タイムでは我が広報委員会の石川委員長が芸大時代

の話をされた。女性が多く楽しい学生時代を過ごした話から、ヌードデッサン・目利きの話など男性会員の気を引きそうな話題をされ

たあと、デッサンをうまく描くポイントを述べられた。

　講演では「鳥取から世界へチャレンジ」と題して、４名の講師の方に講演していただいた。まず鳥取県産

業振興機構 海外支援部長 池内正彦氏は、鳥取県内の海

外ビジネス支援体制について、『今日集まった講師達が

連携しさまざまな相談に対応できる体制と相談窓口の

ワンストップ化（西部は夢みなとタワー内）を図り相談

しやすい体制を構築している。また、海外チャレンジ支

援補助金の制度もあるので、気軽に相談して欲しい』と

述べられた。

　山陰合同銀行証券国際部 副調査役 清水豊氏は、合銀

海外業務サポートについて体制や実例・中国大陸での現

地情報・企業進出事例などの話を、また「アジアデスク」

で各種貿易実務相談・対応を実施、案件によっては海外

駐在員事務所への調査を依頼すると述べられた。

　ジェトロ貿易相談デスク  アドバイザー  黒住昭夫氏

は、中国・台湾・ASEAN諸国とビジネスを行う上での注意点について、１．進出目的の

明確化、２．取引先の選定、３．信頼できるコンサルタントの確保、４．通訳、５．契約書

の作成、６．国民性の違いを基本的に認識することと述べられたが、ビジネスで成功

する何よりの秘訣は自分を売り込むことだと熱く語られた。

　最後に境港貿易振興会 事務局長 坂本光隆氏は、冒頭　境港についてアンケートを

取られ、境港についてどんなイメージがあるか？というアンケート結果として境港

は１．漁業２．妖怪３．貿易のまちとなった。また境港を「さかいみなと」と読むときは

地名、「さかいこう」と読むときは港のときという雑学から始まり、定期コンテナ航路の意義や境港の貿易状況、日本の中の境港、世界の

中の境港などについて述べられた。

　海外というと遠いようだが、アジア特に韓国などは東京より近い。中国では来年北京オリンピックが開催され、2010年には上海万

博も予定されている。環境問題が最近話題にはなっているが、それでもマーケットとしては巨大であることに変わりはない。近くても

遠い海外だが、我々もグローバル化の波に乗って海外までビジネスチャンスを広げる時期がきているのかもしれないと感じた。

記事：朝原
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８月例会報告 平成19年８月17日（金）　19：00～　ホテルサンルート米子８月例会報告

　今年の夏は例年以上に暑いことは間違いない。だからという訳

ではないが、小生は無類のビール好きである。最近は発泡酒や第３

のビールといったものもあるが、よく言うところの「取りあえず

ビール」ではなく、「ビールじゃなきゃ」なのである。

　昨年度の卒会旅行で四国に行った際、嬉しいことに旅程には

ビール工場の見学が設定されていた。工場到着後、ビールの工程ラ

インを一通り案内され、最後にはお待ちかねの試飲（やっぱりメイ

ンはこれ）が待っていた。最初はできたての生ビールを専属のガイ

ドさんが注いでくれた（当日は工場が休業で、できたてといっても

昨日のもの）。小ジョッキなので一気に飲み干す。乾杯に続いて今

度は自分で注いでみる。ここでは製造していない黒生もちゃっか

りとご馳走になる。

　その際にビールとグラスの関係について教えていただいた。グ

ラスは油分が付着しないようにきれいに洗い流しておくのが良い

そうだ。油分が残るとクリーミーな泡ができにくく、すぐに消えて

しまうからだ。缶ビールといえども、グラスに注いで飲むべしとの

こと。直に飲むのとグラスに注ぐのとでは、味わいが全然違うらし

い。帰りのお土産コーナーでは、ご丁寧に専用洗剤とスポンジまで

販売していた。

　余談になるが、米子の某クラブではビアグラスの水滴は拭き取

らず、自然乾燥させているようだ。皆さんもご家庭での晩酌の際、

「こだわりのグラス」で是非お試しいただきたい。

記事：山口（英）（環境問題委員会）

会員力委員会
平成19年８月７日（火）於：米子ニューアーバンホテル 出席者／ 11名
議題／ ・９月担当例会について
  　タイムスケジュール、担当者確認
     時間発表、発表者人数打ち合わせ、誘導方法等の確認

地域ビジョン委員会
平成19年８月６日（月）於：炉端かば 出席者／ 10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・課題点の論議

環境問題委員会
平成19年８月８日（水）於：ウエルネス イン ほうき路 出席者／ 11名
議題／ ・臨時委員会について
     「勝手が浜・弓ヶ浜展望台のボランティア清掃」
    集合　弓ヶ浜展望台  ６：00 ～

ビジネス委員会
平成19年８月７日（火）於：米子ニューアーバンホテル 出席者／ 12名
議題／ ・ＯＢ交流会について
     10月担当例会内容検討
  ・その他　中央会ＨＰの掲示板を活用し企業ＰＲ等の掲載を合意

魅力アクション委員会
平成19年８月８日（水）於：籠乃鳥 出席者／ 11名

議題／ ・７月５日（日）カブトムシ取り企画実施報告
     佐摩近辺
  ・大山地鶏試食会及び大山地鶏説明会について
     講師：村岡誠一ＯＢ、籠乃鳥　大山店長
  ・次回以降の活動予定について

政治行政委員会
平成19年８月７日（火）於：宮崎カイロプラクティスオフィス 出席者／ 10名
議題／ ・商店街現状視察について
     現在の商店街の状況視察・意見交換
  ・今後の委員会活動について

広報委員会
平成19年８月６日（月）於：レストランぶどうの木 出席者／ 13名
議題／ ・ハンサムについて　紙面割付、各担当分担
  ・文章校正講座について
     講師：新日本海新聞社　川口　耕氏
     演題：「記事作成の基本と留意すべき店について」

総務委員会
平成19年８月６日（月）於：米子食品会館旧館 出席者／ 10名
議題／ ・７月総会・懇親会の反省
  ・委員会運営並びに書記・会計説明会について
     内容、担当役員、タイムスケジュール確認
  ・その他　入会金の会則等内規について

８月度委員会報告

　33期がスタートして二ヶ月、各委員会とも忙しく動き出し

た。委員会の運営上必要な注意点、書記・会計の職務を理解し、円

滑な委員会運営に役立てるという目的で説明会が開かれた。委

員会・例会の運営について後藤副会長が　「一年間は長いようで

短い。年間計画を立て羅針盤とし、絶えず微調整を図りましょ

う。」など経験談を交えて話された。続いて30期人づくり委員会

で制作された、ロバート議事法を題材にしたＤＶＤを鑑賞した。

面白おかしくしてある所もあったが委員会におけるルールがそ

のＤＶＤに集約されていたとおもう。書記についは石川委員長

より説明があり、委員会で話し合った内容、行った行動を詳しく

載せるということであったが、他の委員会や役員も目にするも

のであれば、より詳しく仕上げる事が書記担当者にとって重要

な役目である。早く正確に提出する事も大切とのことであった。

会計について、中村会計理事より説明があった。委員会費が委員

会もしくは会員に対して有効に使われているか把握する為。今

期は委員会出席率とは関係なく委員会費が振り込まれる為、よ

り有効に使っていただきたい。委員会の大切なお金を預かる会

計担当者は支出について明確に記録を残して説明できるように

しておく事が必要である。との説明があった。   　　記事：安岡

委員会運営ならびに書記・会計説明会
平成19年８月22日（水）  19：00～　米子食品会館

委員会運営ならびに書記・会計説明会委員会運営ならびに書記・会計説明会

●お誕生おめでとう●

髙野裕介ちゃん

高野真二会員の長男（第１子）
平成19年６月19日生まれ

「すくすく元気に育ってね。」

ゆう  すけ

新規店舗オープン
高井会員の所属企業（有）松友の新規店舗情報です。

店舗名：串揚げと魚料理のお店
　　　　　　　　米子角ばん　くし串
住　所：〒683−0812
　　　　鳥取県米子市角盤町1丁目1−2−3
　　　　米子やよいデパート横
　　　　電話番号：0859−21−3200

〈コメント〉 この度、入会させていただきました、有限会社サンクリーン
の勝田賢一郎と申します。
　入会前に、OB・先輩方より、『中央会とは』というレクチャーを受けま
したが、正直不安でいっぱいです。しかし、中央会入会を機に初心に帰れ
るチャンスと考え、英知・友愛・団結を忘れずに、積極的に一から勉強させ
ていただきたいとおもいます。どうぞ宜しくお願いいたします。又、入会
を機に中央会の皆様にお会いできたことを感謝いたします。
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