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副会長 専務理事

小川  敦弘 会員
（平成18年２月入会）

・平成19年度  広報委員会 副委員長
・平成21年度  広報委員会 委員長
・平成22年度  副会長

理　事

土岐  哲己 会員
（平成16年９月入会）

・平成18年度  地域スクラム委員会 委員長
・平成19年度  県出向理事
・平成20年度  副会長
・平成21年度  県出向監事

須山  裕文 会員
（平成16年１月入会）

・平成17年度  司法問題研究委員会 副委員長
・平成21年度  自然文化発掘委員会 委員長

長田  賢一 会員
（平成14年10月入会）

・平成16年度  経営委員会 副委員長
・平成19年度  総務委員会 副委員長
・平成21年度  ビジネス委員会 委員長

後藤  公平 会員
（平成11年４月入会）

・平成13年度  広報委員会 副委員長
・平成15年度  広報委員会 委員長
・平成16年度  県出向理事
・平成19年度  副会長（事務局長）

岩田  剛 会員
（平成18年５月入会）

・平成19年度  会員力委員会 副委員長
・平成21年度  総務委員会  委員長
・平成22年度  副会長

谷口  弘毅 会員
（平成19年12月入会）

横山  友樹 会員
（平成20年２月入会）

福庭  貴志 会員
（平成14年８月入会）

松尾  友雄 会員
（平成20年５月入会）

長谷川 洋司 会員
（平成18年６月入会）

浅中  雅彦 会員
（平成17年８月入会）

監　事

竹中  和孝 会員
（平成７年１月入会）

河津  慎二 会員
（平成15年９月入会）

第37期副会長・専務理事・理事・監事決定！！第37期副会長・専務理事・理事・監事決定！！



４月例会開催！！４月例会開催！！～家族との絆再発見～　　　　　  in 尾高城址
　平成23年４月17日（日）、晴天に恵まれ
たシャトーおだかにて、４月例会が開催さ
れた。

　例会冒頭、東日本
大震災の被災者へ
の黙祷の後、北口会
長より、会員のご家
族に対し、日頃の当
会活動についての
ご理解・ご協力への
感謝を込めた挨拶

があった。その後は震災の現地で被災者支
援にあたられた米子市役所人権政策課　
足立聡様に、実際の被災地について話し
て頂き、参加者一同、テレビでは伝わらな
い現地での生の声に真剣な眼差しで聞き
入った。
　当日は臨時総会が開催され、第一号議案
次年度副会長・専務理事、第二号議案次年
度理事・監事及び県出向理事候補推薦につ
いての議案が満場一致で承認された。

　続いて明るい日差しの下へと移り、いよ
いよ３㎞のウォークラリーへ。ウォークラ
リーはある設定された（今回は58分間）時
間を基準に、途中、５箇所のポイントで出
題される問題を解き明かしながら進むも
のです。普段の顔つきと違い、リラックス
して楽しそうに歩く会員の表情が印象的
であった。慣れないルールに戸惑いながら
も、チームの仲間と相談しつつゴールを目
指して歩く事が、良いコミュニケーション
の場になったようだ。
　無事各班がゴールすると、お昼はお待ち
かねのバーベキュー。各委員会が持参した
食材を交換しあったり、子供達を交えて遊
んだりした事で、親睦が深められた模様。
この例会は禁酒としていた為、大人には代
わりに熱いコーヒーも用意されていた。ま

た恒例の「お菓子なおっつぁん」は無かっ
たが、子供達にはお菓子やジュースも用意
されるなど、細かい配慮もあったので、ご
家族の方々にも満足して頂けたのではな
いだろうか。
　バーベキュー
の 片 付 け 後 は
ウォークラリー
の表彰式を行っ
た。上位５チー
ムまでに賞品が
用意されていた
が、何と２位が３チームもおり、ジャンケ
ンで順位を決めることとなった。その為、
例会の終わり間際にもかかわらず、会場は
大変盛り上がったのだった。最後に、浅中
委員長のお礼の挨拶で、無事閉会となっ
た。炭起こしからコーヒーの準備といった
参加者への細かな配慮が、楽しい例会へと
導いたと感じた一日だった。尚、当日は新
入会員の吉村会員へのバッジ授与も行わ
れた。　　　　　　　　　　（記事：中村）

[県出向理事]

牧田　継夫 会員
（平成15年５月入会）

白石　博昭 会員
（平成19年10月入会）

竹ノ内賢一郎 会員
（平成19年８月入会）

増井　幸一 会員
（平成10年５月入会）

[県出向監事]

４月例会を終えて… 輝委員会  委員長　浅中 雅彦
　今年度の４月例会は、会員のご家族も
参加していただきウォークラリー＆バー
ベキューを実施いたしました。野外での
例会となるため天候のことが気がかりで
したが、当日は不安を吹き飛ばすほどの
晴天で、絶好のレクレーション日和とな
りました。

　ウォークラリーではルールやコースが
分からず戸惑うチームもありましたが、
予定時間内にみなさん無事ゴールされま
した。その後のバーベキューでも特別メ
ニューを用意された委員会もあり多いに
盛り上がり和気あいあいと楽しんでいた
だけたと思います。

　今回は「家族の絆」をキーワードに例会
を企画しました。当例会が会員ご家族の
絆、あるいは会員同士の絆を深めるきっ
かけとなればと思います。参加いただき
ました会員のご家族の皆様、本当にあり
がとうございました。

次年度県出向役員候補決定！！次年度県出向役員候補決定！！



　鳥取県西部から松江周辺を網羅する経済新聞誌として、毎月
情報を配信しておられる野口ＯＢは、一声目に「厳しい」と現
状を総じて評された。
　「リーマンショック以降の落ち込みもようやく持ち直したと
ころに、年末年始の大雪と東日本の震災が重なり、その影響は
大きい。」
　しかし「平井知事の積極的な県政と水木しげるロードの成功
は特筆すべき。」「バイオフロンティア構想という、産官学が一
体となった素晴らしい知的財産が在る事に注目して欲しい。バ
イオ産業の中核拠点として新たな需要が期待出来る。」等の活
路も提示された。
　「観光資源が乏しいとされる西部に於いて、出雲風土記の古
代から第一次大戦の近代まで３万１千人もの人々が従事した

『奥日野たたら』、昭和10
年に井戸から発掘された

『首なし地蔵』と加茂川沿
いの地蔵信仰といった魅
力ある素材を活かせば十
分に集客が見込める。」と
いった興味深い話のさわ
りを聞かせて頂いたが、改
めて詳しい処を拝聴する
場を設ける必要があるの
かもしれない。
　現役会員に対するメッセージとして「政治にもっと積極的で
あって欲しい。政治を動かす事は経済を動かす事に繋がってい
る。」「年度毎のテーマが抽象的に感じる。具体性のある目的・目
標を掲げ、活動して欲しい。」との叱咤激励を頂戴した。
　野口ＯＢお忙しい中 、取材させて頂き誠にありがとうござ
いました。　　　　　　　　　　　　　　　 （記事：長谷川Ｔ）

㈱山陰経済新聞社　代表取締役社長
野口荘太郎OB（第18期ご卒会）

　弊社は昭和15年から安来市を拠点に旅客自動車運送業（タク
シー業）を営んでおり、平成２年には米子市へ進出させて頂き現
在に至っています。
　皆様 、ご存知の通りタクシーというのは皆様の足となって、ご
希望の場所へお連れする公共機関と同じ役割を担う仕事ですが、
その中で「安心とやさしさでお送りする」をモットーに安全運転
に努めております。弊社はおかげさまで山陰両県をまたいで営業

輝業紹介

「安心とやさしさでお送り致します」
山陰交通㈱　田中 真紀子 会員

　７月24日でアナログ放送からデジタル放送に完全移行
されます。現在 、使用できる周波数に余裕が無く過密に使
用されている為 、デジタル化によって大幅にチャンネル数
を減らすことで、今までにない多様なサービスを受けるこ
とが出来るようになります。アナログ方式と比べ高品質な
映像とＣＤなみの高音質で特に5.1chサラウンド放送では、
臨場感のある音声が楽しめます。いつでもニュースや天気
予報などの暮らしに役立つ情報や、携帯等（通称：ワンセグ）
から緊急災害時で電話がつながらない状況でも、避難経路
や安否情報等を受信できる為 、重要な情報端末となります。
デジタル化によって今までにない豊かで便利な新しい世界
を実現していけます。

知って得するビジネス用語
デジタルテレビ放送 石原電気設備　石原　効 会員

　今月は、桑本委員長率いるビジネスメ
ディア委員会を訪問しました。
　本日のメイン議題は、ホームページの改
修についてでした。
　「会員同士が自由に意見交換や交流する
ことができ、自社ＰＲの書き込みができる
ようにしたい！」といった意見や、「ＯＢ会
員や一般の方にも興味を持っていただけ
るようなホームページにしよう」という方
向での取り組みも行われていました。そし

て書き込みそのものについては、マニュア
ルやルールを作る事等、メンバーから活発
に意見が出ていました。活用しやすいＨＰ
が出来ることで、会員同士の交流の活性化
をもたらし、さらに、より多くの外部の方
に見てもらえるＨＰが出来れば、中央会を
知ってもらえるチャンスも広がることで
しょう。
　改修後のＨＰの仕上がりに期待しま
しょう！　　　　　　　　   （記事：野口）

〜おじゃまんぼう〜
ビジネスメディア

委員会委員会訪問委員会訪問委員会訪問

させて頂いておりますので
「ゲゲゲの鬼太郎」や「ゲゲ
ゲの女房」、「パワースポッ
ト巡り」などのブームにあ
やかり観光などにも力を入
れていきたいと思っていま
す。
　厳しい社会情勢の中 、今
までやってこれたのはひと
えに皆様が支えて下さったからこそだと心から感謝し、その気
持ちを忘れることなく地元の皆様と共にこれからも共存し地域
貢献していくことが使命だと思っております。お客様が満足して
頂けるサービスを提供出来るよう今後も日々努力して参ります。

　４月23日（土）、旭国際浜村温泉
ゴルフ倶楽部にて鳥取県中小企業
青年中央会親睦ゴルフコンペが開
催されました。西部からは北口会
長をはじめ合計６名が参加。
　前日より降りつづける雨の中 、
西部勢は朝６：00に米子を出発。

予定より早く到着後、豪雨を見て精神的に敗北。開会式後、東部・中
部・西部より31名が日ごろの鍛錬の成果を発揮？しました。優勝は
東部の井崎会員。西部勢は小川副会長が第３位に躍進。西部が誇る
ゴルファー浅中委員長は７位。精度の高いショットの久保田委員長
は６位入賞されました。協議の結果 、残念ながら成績表は非公開と
させていただきますが、東部・中部の皆さんと親睦を深める１日と
なりました。次回こそ西部より優勝者を輩出しましょう。
　道具じゃないですね････。　　　　　　　　　　（記事：竹ノ内）

県青中親睦ゴルフコンペ開催県青中親睦ゴルフコンペ開催
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健康委員会
平成23年４月７日（木）於：米子ニューアーバンホテル	 出席者／ 14名

議題／	・役員会報告

		 ・マラソンマップ作成等について

	
スポーツ振興委員会
平成23年４月８日（金）於：㈲キタグチ	 出席者／ 13名

議題／	・役員会報告

		 ・ミニバススクールについて

	
政治行政委員会
平成23年４月８日（金）於：米子ニューアーバンホテル	 出席者／ 10名

議題／・役員会報告

		 ・米子市教育委員会文化課　下高　瑞哉	氏を講師に招いての講演

	ビジネスメディア委員会
平成23年４月７日（木）於：レストラン　ぶどうの木	 出席者／ 12名

議題／	・役員会報告

		 ・東中部との会外交流について

		 ・ＨＰの改修等について

輝委員会
平成23年４月４日（月）於：ふれあいの里　　　	 出席者／ 17名

議題／	・役員会報告

		 ・４月例会について打ち合わせ

５月役員会報告
　５月役員会が平成23年５月２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。
　・５月例会開催の件　	・６月例会開催の件
　・安来ＹＥＧ交流事業の件　	・その他
＊なお、詳細につきましては、各委員長までご参照下さい。	

４月度委員会報告

	
編集後記

　４月例会では、仲むつましい会員のご家族を見て、家族の絆を
改めて感じさせられた。ウォーキング中に嫁の顔がふと浮かびま
した。ゴールデンウィークには家族揃って、どこかに行きたいと
思う・・・。そう！！大空を泳ぐこいのぼりの様に・・・orz。（石原）

	総務委員会
平成23年４月５日（火）於：味わいジャパン米子支店	 出席者／ 14名

議題／・役員会報告

		 ・内規検証について

		 ・ハンサム発行及び卒会寄稿文について打ち合わせ

		 ・安来ＹＥＧとの交流事業について

５月例会のご案内
と　き：平成23年５月16日（月）19：00〜21：00

ところ：ホテルサンルート米子　２F芙蓉の間

内　容：講演テーマ　「リーダーシップとは」

　　　　　〜自己改革のすすめ〜（やらいや！100％出席例会）

講　師：㈱社員教育研究所　広島事務所所長　若井喜也氏

担　当：36期正副委員長

　たまに早く家に帰ると、
（嫁）｢ねぇ、今日ね…｣、（夫）｢うん…｣、（嫁）「それでね、あ
のね…」、（夫）｢うん。…うん。｣
そのうち…、｢ちょっと（　）、私の話し聞いとる？？？ ｣
　その言葉にハッとして嫁さんを見れば、スーパーサイヤ
人に変身完了。
　どこの家庭でも良く見られる「天下一武道会」の開幕で
す。
　古来 、神は女性に1日6,000語 、男性には2,000語を与え
たそうです。普通に会社で仕事をすれば、軽く2,000語は消
費してしまう。女性は残りの4,000語を家庭で発散する必
要があるとか無いとか･････。
　仕事に疲れて家に帰ってもホッとする間もなく、4,000
語の機関銃攻撃。orz。
　朝日町に足が向かってしまうのも、わかる気がしま
す！！　　　　　　　　　　　　  　   （副会長：岩田　剛）

「いわせてごしない！」

　挨拶は、よい人間関係を築く基本です。「おはようございま
す。」「こんにちは。」「ありがとうございます。」等、日常の中で
公私問わず使われています。しかし、挨拶したにもかかわら
ず、その言葉が相手の心に届いていなかったらどうでしょ
う。よい人間関係とは、ほど遠くなるはずです。挨拶とは言
葉だけではなく、相手の顔をしっかりと見て、元気良く笑顔
ですることが必要です。相手の心に届く挨拶をすることで、
その先へ続くよりよい人間関係が築けるはずです。

～北口会長のひとりごと～拝啓、会員様拝啓、会員様

〈コメント〉 
　新入会員の吉村公男と申します。埼玉県より転勤で赴任して参りました。	
　出身は鳥取県鳥取市で、18歳まで鳥取の地で過ごしておりました。	
　高校まで野球部で過ごし、根っからの野球小僧でございます。会社に入っ
てからはもっぱらゴルフの方が多くなりましたが白球を打つ事に変わりは
ありませんので楽しくやっております。若い故にご迷惑をおかけすること
も多々あるとは存じますが、何卒ご指導頂ければと思います。
　今後ともよろしくお願い致します。		

（
輝
委
員
会
）

H23.04（H22年度）入会

（推薦者）	松田（幸）

	 竹ノ内（賢）
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 Ｂ型	
三井生命保険㈱	米子営業部	 営業部長

保険営業・アフターサービス

〒683-0052　米子市博労町4-358-6　

ＴＥＬ	34-2518　ＦＡＸ	23-0484

（KT）090-4805-3256	 	
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　早いもので36期も残すところあとわず
か、ついに100％出席を実現する例会が
近づいて参りました。「リーダーシップと
は～自己改革のすすめ～」というテーマの
下 、㈱社員教育研究所　管理者養成学校　
広島事務所  所長  若井善也氏をお迎えし、
講演並びに全会員参加によるロールプレ

イング形式で進めて頂きます。一見内容はかたっくるしく思え
ますが、この例会を通じて、我々、経営者及び幹部社員が、「従
業員にどう指導していくべきか？」などを見直す良い機会でも
あります。また、自己改革のすすめとテーマにあるように、何
か気づきを感じて頂ければ幸いと思います。サブテーマには

「～やらいや100％出席例会～」と掲げております。年度当初の
北口会長が公言された出席率100％を実現するためにも正副
委員長一丸となって良い例会を創りあげますので、皆様 、必ず
ご参加頂けますよう宜しくお願いします。

（正副委員長リーダー　今川 圭一）

５月例会に向けて

会員所属企業　事務所移転のお知らせ
㈲キタグチ　（北口　智明会長）
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