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３月例会開催 ～米子に歴史と活力を取り戻し、こどもたちに夢を～～米子に歴史と活力を取り戻し、こどもたちに夢を～

　平成27年３月16日（月）ホテルサンルー
ト米子において３月例会が開催された。

　冒頭、後藤会長よ
り「過ごしやすい季
節 と な っ て き ま し
た。会長の承認を頂
いてから１年。人前
で話すことの不安・
怖さの連続だった。
プロ野球選手であっ

た津田投手の言葉で『弱気は最大の敵』とあ
るが、今この時もこの言葉を常に抱きなが
らこうして檀上に上がらせてもらってい
る。40期も残り４ヵ月。皆様のお力を頂き
ながら頑張っていきたい」。と挨拶された。
　続いて、今月は新入会員として、渡辺商店
の渡邉公平さんと山陰酸素工業の西田裕志
さんの２名が入会。後藤会長よりバッジを
授与されると、緊張の中にも元気に意気込
みを述べられた。
　さらにこの３月例会では臨時総会が開催
され、満場一致にて次年度副会長・専務理
事・理事・監事・県出向役員候補が承認され
た。
　委員長タイムでは、総
務委員会 山口尚文委員
長より『酒と仕事と中央
会』というテーマで、中
央会にとって切っても
切り離せない『アルコー
ル』との付き合い方につ
いて自社の事例をもとに話された。飲酒の
翌日も出勤等注意が必要な時もあり、アル
コールチェッカーの購入や、タクシーでの

出勤を勧めるなど、自己管理の大切さを会
員に伝えてくれた。
　３月例会では、米子工業高等専門学校 建
築学科助教博士 金澤雄記氏をお招きし、第
１部では金澤氏による「米子城再建による

米子の復興」と題した講
演。第２部では「米子城
再建にむけて」～現状
と課題～と謳ったパネ
ルディスカッションが
行われた。金澤氏は広島
県のご出身。２年前から
現職に就かれ、城好きを

活かしつつ、35歳という若さで米子高専
で建築史の教鞭をふるい100回以上の米子
城復元の講演歴をもっておられる。

　金澤氏は、米子城を特別視することでは
なく、日本の城のひとつという視点でとら
えた上で、米子城がどのような城だったの
か。というところから第１部はスタートし
た。米子城は、1596年頃に吉川広家が小天
守を築き、1601年頃に中村一忠が大天守
を増築しているが、増築年代が違う天守は
大変珍しく全国でも３例のみ。そして1600

年より前に小天守が築城されていたという
ことは、現存していれば日本最古の城であ
り国宝であっただろう。また、奇跡的にも復
元資料が残っており、米子城再建も夢では
ない。と話された。
　続いて第２部では、『米子城復元に向けて
の現状と課題』をテーマに、事前アンケート

結果をもとに生田会員のコーディネートに
よる、金澤氏と三鴨秀文会員のパネルディ
スカッションが行われた。米子城再建のメ
リットは？という質問に対し、金澤氏は、●
大工技術の継承ができる●経済効果が期待
できる と２点のメリットを挙げられた。ま
た、国の史跡である石垣の上に建造物を建
てるというのはハードルが高く思われる
が、逆に建てたほうが雨が入り難く石垣を
守ることにつながる、そして木造での復元
なら軽く、石垣の耐久性についても問題は
ないと話された。また復元の成功事例とし
て静岡県の掛川城を挙げ、復元の経緯や経
済効果について説明された。米子城の復元
には約15億円かかると言われているが、米
子市公会堂の耐震工事にも15億円かけら
れている。市民一人一人が高いと見るか安
いと見るか。もし復元すれば誰も見たこと
のない米子城の正しい知識を伝えるひとつ
の教育にもつながる。と熱く語られた。

　　　　  （記事：吉田）

3 月 例 会 を 終 え て 地域ビジョン委員会 委員長　廣谷　栄一地域ビジョン委員会 委員長　廣谷　栄一

　地域ビジョン委員会委員長の廣谷です。今回、当委員会は「米子城再建問題」を主題に例会を開かせ
て頂きました。私達が子供の頃から見てきた米子城は、天守閣の無い石垣だけの山城として存在してい
ました。そんな無味無臭で平凡な山城が、実は国内的には貴重な宝であり、地域を活性する可能性を多
分に秘めた城である事が、今回の例会を通して皆さんの心に少しでも伝わったのではないかと思います。
　都会にある有名なものを地域に招くのも地域活性化のひとつの有効な手段かと思います。しかしなが
ら、グローバル化が進むこんな世の中だからこそ、地元にしか無いものを改めて見つめ直し、再評価・
再確認をし、そして地域外へ発信していくことが重要であると思います。
　今すぐ、米子城に天守閣が建つ訳ではありませんが、そう遠くない将来、米子の街には天守閣がそび

える城があり、子供たちから、「おじいちゃん達が子供のときは米子城には天守閣が無かったの？」と驚かれるような世の中になっ
ていたら面白いなと思いますし、そんなときに子供たちに「おじいちゃん達が、みんなで米子城に天守閣を取り戻したんだよ」
と言えたら痛快だろうなと思います。



今川圭一会員
（平成17年８月入会）

内田和也会員
（平成13年２月入会）

福山輝展会員
（平成22年７月入会）

奥森秀夫会員
（平成24年５月入会）

足立　駿会員
（平成24年１月入会）

権田和志会員
（平成24年３月入会）

浜田貴稔会員
（平成26年１月入会）

松井淳一会員
（平成25年１月入会）

渡辺一徳会員
（平成11年６月入会）

茅野康洋会員
（平成８年７月入会）

竹ノ内賢一郎会員
（平成19年８月入会）

伊坂　明会員
（平成23年11月入会）

佐々木尚会員
（平成23年２月入会）

秋里武信会員
（平成22年１月入会）

三鴨真樹会員
（平成23年11月入会）

村田　博会員
（平成25年７月入会）

木嶋康之会員
（平成23年７月入会）

高田宗典会員
（平成25年４月入会）

三輪龍介会員
（平成22年７月入会）

廣谷栄一会員
（平成20年５月入会）

山口尚文会員
（平成24年２月入会）

山崎慎也会員
（平成24年12月入会）

長谷川洋司会員
（平成18年６月入会）

千石正信会員
（平成21年11月入会）

【副会長】 【専務理事】

【理事】 【会計担当理事】

【監事】【県出向監事候補】

【県出向理事・専務理事候補】

副会長・理事・県出向役員候補決定！



有限会社アクティブ・プロ（米子市夜見町1895-3）

小林 壮平（こばやし そうへい）さん  29歳

第５回のプリンスは？？

　皆さまご存知の通り、小林慎一ＯＢのご子息です。
　大学卒業後、大阪で㈱ラウンドワンに就職。お父様との「３年で
米子に帰る」という公約？があった為、年功序列ではなく、実力主
義の会社で自分を試し、早いうちに結果を残したいと思ったそうで
す。
　現在、米子に戻り４年目を迎え、アクティブ・プロでは、営業・
現場…経理以外の仕事はすべて関わっていらっしゃるそうです。
「毎日が違う仕事で、休みもほとんどなく、仕事＝プライベートの
ようなものですが、その生活を楽しめるようになりたい。家族の協

力あってこそです。」と語る壮平さん。
　将来の目標をおうかがいすると、「夢や目標は昔からなく…今もないです。これを突き詰めたいという
よりも、色々なことを経験したいです！」と、どこまでもアグレッシブ！
昨年末にはお子様も誕生されたそうです♪今は家族の時間もなかなか取れないようですが、これからも
益々のご活躍を期待しています！

Prince Profile
生年月日:1985年７月28日
趣味：仕事・お酒
子ども頃の夢：サッカー選手
尊敬する人：父！
自分の性格：人に厳しく、自分
　　　　　　に甘い…！

ミカ＆ミッチーの

※注意　この企画は若手発掘・紹介を目的としております。
　　　　中央会に興味を持っていただくため、若干ふざけて
　　　　おりますが、ご了承下さい。

中央会の委員会や例会のしくみにも大変お詳しく、なんとハンサムも毎月読んでくださっ
ているそうです♪
中央会歴は実質私たちより長いのでは…？！
初着ぐるみも体験させていただきました！お忙しい中、お時間をいただきありがとうござ
いました！

中央会のことは…ご存知ですよね？
　ＯＢ、現役の方で知っている方もたくさんいます。小さい頃、家族例会等に参加させ
てもらいましたし、トライアスロンではＡＳの代表として関わらせてもらっています。
入会については…？
　現在、米子ローターアクトクラブの地区代表の役員をしていて、正直、入会を考える
余裕がありません。卒会後、考えます！

父とは、個人的にはお互い嫌だと思っていると思います
が（笑）仕事の面では尊敬しています。
考え方が合わないこともあるし、感情的にケンカをする
こともあります。
でも、言われたくないことですが…似てるんでしょうね。。

イベント設営だけでなく、大
会・イベントをトータルサポー
トいたします。「何屋？」と聞
かれるほど何でもできます！
社長の言葉を借りると「人身
売買と金貸し以外なら！」
予算やスケジュール、アドバイ
スだけでもOK♪どんなことで
もご相談ください！

福庭貴志会員（平成14年８月入会）
　卒会を前に感慨に浸ることなく変わらず中央会活動に取り組む
ことが出来るのは、廣谷委員長をはじめ地域ビジョン委員会の皆
が特別扱いせず、委員会活動に取り組ませてくれているおかげだ
と感謝しています。
　おもえば第28期入会時に配属された政治行政委員会へ初めて
出席したとき、先輩方が自社の仕事に直接関係ないであろう市町
村合併について、真剣に是々非々の姿勢で議論される姿に接し、大
変驚いたのが中央会活動の始まりでした。剛毅朴訥とした先輩方
と二次会では中央会や仕事のことを大いに語り合い充実した時
間を過ごすことが出来ました。激辛担担麺やデスソースの力を借
りなくても熱くて時には辛い刺激を頂き、まさしく二次会までが

委員会だったようにおもいま
す。そして締めの割子そばで
クールダウンしながら1日の
終わりを実感したものです。
　時には先輩方に無茶振りを
頂きましたが、今おもえばそ
れが勉強になることが多く
「愛」があったように感じま
す。写真は入会年度に某先輩
から無茶振り頂き、まだトラ
イアスロン経験がないのに、
例会で「中央会とトライアス
ロンの関わり」について偉そ
うに語っているところです。

　この10年で中央会は良い意味でスマートになったとおもいま
す。ただ残念な部分がそこにあるとすれば、私らが後輩達にその頃
を語り継げなかった部分なのかもしれません。
　残り僅かとなりましたが、変わらずよろしくお願いします。

卒会にあたって

　映画館で見ました。この映画は2014年９月に初のファン
クラブ限定ツアーの様子を収めたドキュメンタリー。全７曲
もの最新未発表音源を含むファン必見のライブの模様を、４
Kフォーマットで撮影された超高画質映像で届ける内容で
す。
　最近、映画館事情は、お笑いライブの配信や、コンサートの
配信を映画館でみる…というような事も新しい試みでされて
います。従来の大多数相手より、ファン含めたニッチなやり方
が映画館でも浸透してきているように思います。
　さて、本題の内容ですが、こんな映画もいいなと思いまし
た。私もミスチルファンですが、ファンにとっては、ライブ場
にいるような感覚で見られ、また映像でちょっとした裏舞台
の映像を含んでますのでファンにはたまらない仕様となって
いました。音も映像もほんとにきれいで映画館ならではの画
像と音響でライブにいるときよりも良かったです。新曲もあ
り、ファン投票で１位を獲得した曲を歌ったり、ファンの心を
よりつかむ内容でした。また、今年は待望のツアーが開催され
ます。なかなかファンクラブでもチケットが取れないミスチ
ルライブですが、今年は必ず行きたいと思いました。

おススメした人　髙田典宗会員→おススメされた人　緒方恒人会員
　言わずと知れたアーティストMr.Children。私が最初に出
会ったのは「名もなき詩」という曲でした。デビューから20年
以上経ち今もなお輝き続け、懐かしい曲も最新の曲も詰まっ
ています。映画館で見るPV って斬新！曲もメンバーの言葉
も心に染みます。　　　　　　　　　　　　　　　　 （髙田）

『Mr.Children REFLECTION』
“○○”マルマル委員会　緒方恒人

これは オ ス ス メオ ス ス メ



〈コメント〉 この度、入会させて頂きました山陰酸素工業の西田と申しま
す。志高く当会に参加し、諸先輩方のご指導頂くことにより、自己の成長
と地域の発展に寄与できるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願いいたします。

（
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）H27.03（H26年度）入会

（推薦者）	岩田（剛）
	 西村（義）
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 Ｏ型 
山陰酸素工業㈱	

一般高圧ガス・ＬＰガス・関連機器販売及びガス配管工事・保守点検

〒683-0845	米子市旗ヶ崎2121

ＴＥＬ	32-2780　ＦＡＸ	38-3452

（KT）080-6343-6180	 	

（EM）hi-nishida@sanin-sanso.co.jp	

	 	 Ｓ50.04生〈
新
入
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員
〉

〈コメント〉 境港の有限会社渡辺商店の渡邉公平と申します。中央会活動
を通じて地域に貢献し、多士済々の先輩方に一歩でも追いつける様に努
力を重ねていきたいと思っておりますので、ご指導の程宜しくお願い致
します。

（
侍
委
員
会
）H27.03（H26年度）入会

（推薦者）	山崎（慎）
	 足立（駿）

渡
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　公
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　平
へい

 Ａ型 
㈲渡辺商店	 営業

ＬＰガス・灯油・住宅設備等の販売・施工・アフターサービス

〒684-0072	境港市渡町2350-4番地

ＴＥＬ	45-0537　ＦＡＸ	45-4079

（KT）090-7593-2829	 	

（EM）watanabe.shouten@maroon.plala.or.jp	

	 	 Ｓ57.09生

４月役員会報告

　４月役員会が平成27年４月１日（水）米子コンベンション

センターにて開催されました。

　当日の主な議題は以下の通りです。

　・3月例会開催報告の件

　・4月レクリエーション例会開催の件

　・5月例会の件　　　・その他

※なお、詳細につきましては各委員長までご確認ください。

４月例会のご案内

と　き：平成27年４月19日（日）10：00〜15：00

ところ：森の国	大山フィールドアスレチック

内　容：家族レクリエーション例会

担　当：第40期	侍委員会

　春ですね。最近本当に眠くて物忘れがひどいです。
　『プリンスを探せ』も５回を迎えることができました。
　ＯＢの皆様も、ぜひ我が社に！など推薦いただけるプ
リンス情報お待ちしております。
　少し面倒臭い女二人が伺います。

　　　　　（広報委員会　北島美佳）

編集後記

　深田恭子か綾瀬はるかのような、どちらでもよいと父
は思っていますが、ともかく愛情をたっぷりと受けて、
すくすく育って素敵な女性になってもらいたいと思いま
す。うまれてきてくれてありがとう！！

小谷　環
たまき

ちゃん
（小谷泰樹 会員の第二子）

2014年12月27日生まれ

お誕生おめでとうお誕生おめでとう

　みなさん、こんにちは。河崎植木園の福本です。私
の所属している河崎植木園は植木園という名前で
すが実は造園屋です。なぜ“植木園”という名前なの
か？といいますと、私の二代前までは、植木の販売
を主にしておりました。なので植木園です。
　現在は造園屋でございます。うちの得意な技は和
の庭園、モダンな庭園です。庭造りといってもウッ
ドデッキやウッドフェンス、芝張、カーポート、草
刈、アプローチ、などなど、お庭に関する事は何でも
やらさせていただきます。皆様に一度見ていただき
たい商品が

ございます。もし花回廊に行く事がありましたら、
昨年完成した天皇陛下記念植樹パークが花回廊の
隅の一角にございます。そんなに大きい物ではご
ざいませんが一度立ち寄っていただけたら幸いで
ございます。私個人的に今までで、一番苦労した商
品です。
　さて、お庭の事ばかりお話しましたが、実は皆様
がよく車で通る米子駅の駅前通りの背の高い木
（イチョウ）、低い木（サツキ、ツツジ）は我が河崎植木園が管理させていただいておりま
す。たまに中央会の会員様とも出会ったりしていますが、もしこれから見かける事があり
ましたら、お声掛けください。今後も変わらぬ努力で頑張っていきますので、ご指導ご鞭
撻のほどよろしくお願い致します。

実は…こんな仕事です
河崎植木園
　　　福本隆史 会員
　　　　（総務委員会）

実は…こんな仕事です実は…こんな仕事です

お詫びと訂正

　先月掲載した新入会員柳田会員のメールアドレスが誤って

記載されていました。

　【誤】yabagitakensetu00@car.ocn.ne.jp

　【正】yanagitakensetu00@car.ocn.ne.jp

　皆様ならびに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことをお

詫びするとともに、ここに訂正させて頂きます。	

技術本部	設備工事部	供給技術グループ	
メディカルチーム課長


