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６月例会開催
　平成2年６月15日（月）米子コンベンション
センターにて６月例会“第40期委員会報告”と
“第41期年度方針発表” が行われた。担当は広
報委員会。

　まず冒頭の後藤会
長挨拶では、40周年
基調講演の中止を説
明された後、「委員会
報告では１年間どの
ような活動をされた
のかしっかりと聴か
せて頂く。また第41
期松田会長には、会

員の心に届く方針説明をお願いしたい」と挨
拶された。
　最初の委員会報告は
政治行政委員会の三輪
委員長。委員会の皆さ
んからのＶＴＲで送り
だされ報告を行った。
『人口減少と補助金』を
テーマに活動され、人
口減少を考えた９月例
会や補助金に関する勉強会、ドラマ、県版経
営革新計画申請体感プロジェクトなどについ
ての活動報告を行った。

　続いて侍委員会の
拝藤委員長が出陣。
侍の格好に扮して、
各月に行った侍じゃ
んけんや侍テスト、
侍相撲、侍コーラな
ど多種多様な活動報
告を行った。侍の名
の通り白黒つけるも

のが多く、最後には美声も披露し、拝藤委員
長らしく締め括った。

　続いて総務委員会の
山口委員長。『隠しきれ
ない存在感』をテーマに
１年間活動。40周年祝
賀会、ＹＥＧ交流事業、
１月新年例会を担当。人
と人との交流を考えＹ
ＥＧ交流事業では運動
会を開催された。また年会費納入方法変更の
内規を上程し、承認されたことも報告された。

　次に広報
委員会の福
山 委 員 長。
『伝 え る！
楽 し む！』
～魅力再発
見～をテー
マ に 活 動。

毎月発行される “ハンサム”、ホームページの
更新、ホームページの整理などを年間通して
活動。“ハンサム”の通年企画などの報告を行っ
た。10月担当例会では『ビジネス』×『伝える』
と題して、魅力を伝えるのに大事なこと、Ｗ
ＥＢを活用したＰＲ手法を学んだことを報告
した。
　次の〇〇委
員会は山崎委
員長。『個人の
成長と会の活
性化を図る』を
テーマに、12
月例会の『コー
チングを活用
したビジネスコミュニケーション力向上セミ
ナー』や５月例会の『ロバート議事法』を報告
した。そして〇〇委員会とは『輝く組織！創
造委員会』として締め括った。

　最後は地域ビジョン
委員会の廣谷委員長。
『感謝』をテーマに、後
藤会長からの基本方針
“①夢のある地域づく
り” “②地域活性化に繋
がる地域モデルとなる
活動”に沿ってそれぞれ

11月、３月例会を開催したことを報告。また
委員会メンバー一人一人に感謝の言葉を述べ
た。
　続いて第41期松田会
長より活動方針発表が
行われた。スローガン
に“熱”を掲げ、『熱』のこ
もった議論をし、『熱』の
こもった活動を行うこ
とを誓った。テーマは
“未来へ繋ぐ”。
　次に総務、広報、政治行政、中央会発掘、
ビジネス経営、地域活性化の６つの委員会を
発表し、各委員会への思い、活動内容を熱く
語った。『とことん学び』『とことん楽しみ』『一
生付き合う事の出来る』本当の友を作れる素
晴らしい中央会を皆の手で作り上げて参りま
しょうと挨拶された。

　最後に次年度役員の皆様の紹介、挨拶が行
われ閉会した。　　　　　　　　（記事：福島）

6 月 例 会 を 終 え て 広報委員会　委員長　福山　輝展広報委員会　委員長　福山　輝展

　一年の締めくくりとなる６月例会は、委員会報告ならびに次年度方針発表という大きな柱が決まってお
り、我々広報委員会の役割は、その発表の舞台をミスなく運営することでした。当初は演出もいろいろ考
えましたが、やるべき内容がはっきりしている分、シンプルな形にしてよかったと思います。ただその中
でもこだわった、委員会メッセージと委員会メンバーが最前列に座る点は、個人的にも委員長発表の際に
委員会メンバーが一番近い所にいてくれたのは、やはり嬉しかったです。
　委員長発表の時間が大幅に伸びた事や、登壇までの委員長の動きが事前にはっきり伝わっていなかった
事など反省点もありましたが、進行全体としては、当日までのリハーサルで修正点を確認できていたこと
と、少ない人数で役割を複数担いながら協力的に行動してくれた委員会メンバーのおかげで大きなミスな
く運営できました。素晴らしい発表をしていただいた各委員長、それを盛り上げてくれた各委員会メン

バー、そして松田次年度会長をはじめ皆様に感謝いたします。今回の例会では“ミス無く”行う事の難しさ、そのための事前準備
の大切さを改めて感じました。素晴らしい委員会メンバーとその運営に携われた事を本当に嬉しく思います。ありがとうござい
ました！



創立40周年記念事業基調講演中止のお詫び 

　委員会活動においては委員会の諸先輩方から様々な
アドバイスを頂き、本当に助けられた１年間でした。感
謝申し上げます。副委員長として一番苦労したのはＯ
Ｂ会員出欠確認作業です。ＯＢ会員をお招きしての事
業の場合ＯＢ会員へ出欠の確認をするのですが、私は
仕事上ラーメン店で調理している事が多く、ＯＢ会員
から電話が入ってもすぐに電話に出られないことが多
く営業ピーク後またお電話をするのですが、また繋が
らず、またラーメンの注文が入り、またＯＢ会員から電
話があり、また出られずと、思い通りにいかない日々で
葛藤しました。
　今後も仕事上すぐに電話に出られないことがあると
思いますが、ラーメンを作っていると思って頂きご容
赦ください。必ず折り返しのお電話を致しますので。

　政治行政委員会では、人口減少や補助金など少
しお堅い？と思われがちなテーマを一年間しっか
り勉強しました。時には委員会メンバーが講師に
なり資料を作成、プレゼンを行うなど結構ハード
な活動内容でした。しかし確実にこれからの時代
において『価値残る』方法を学ぶことができたので
はないかと自負しております。委員会内の所属企
業で実際に補助金を活用された事例もありまし
た。担当例会の後、商工会議所に補助金の相談に赴
かれたベテラン会員の姿も発見しました。委員会
の活動が実を結んだ瞬間だったと思います。
　また、これまで欠席が目立った会員も、今年の委
員会は面白いと言って出席していただけたことも
大変うれしかったです。

　忘れることがないであろう研修旅行。１日目バ
スで広島に行き、つけ麺を食べ新幹線で福岡に移
動、かろのうろん、博多座宝塚歌劇鑑賞、水炊き長
野のアルバイトおばちゃんと絡みながらの鳥鍋料
理、中洲屋台で満喫した２日目、広島に戻り自転車
を借りてマツダスタジアムに。この日だけカープ
ファンの稲田会員に喜んで頂こうとカープ席を予
約したつもりがビジターパフォーマンス席で横浜
の応援席ど真ん中。360度見渡す９割はカープ
席。同行しましたメンバーに喜んで頂きましたが、
予約したのは私。４回横浜応援時に「もう耐えられ
ん」と稲田さんが膝から崩れ落ちる姿を見て、申し
訳ない気持ちで一杯でした。

　これだけは言わせてください！地域ビジョン委
員会の廣谷委員長は、委員会のために本当に『ド
ローン』を買ったんです！しかも自腹で３万円も
出して！６月例会の直前に。ただ中国製だったら
しく、取扱説明書は中国語と英語でした。さらに
買ってそうそうに４つのプロペラのうち１つが不
良でたまにしか動かなくなってしまいました。
　何度となく飛行テストを繰り返したのですが、
なかなかうまく飛行してくれません。昨今重要施
設や人がたくさん集まるところでドローンが落下
して問題となったニュースが流れる中、びくびく
しながら夜遅くまで頑張ってはいたのですが。。。
実はドローンは安いものだと１万円からネットで
売っています。みなさんも安いドローンには気を
付けましょう。

　先輩会員が檄を飛ばし、新入会員は先輩会員を気遣
う、新入会員育成の委員会として侍委員会は１年の間に
理想の形を築き上げる事ができました。この形が出来上
がったのには、この日の出来事があったからに他なりま
せん。その日は11月29日のＯＢ交流会、担当のわが侍
委員会、全員が担当をこなし懇親会まで終えることがで
きました。その後の反省会、一人一人がその日を振り返
り『ＯＢ会員の皆様にも喜んでいただき、良い交流会を
する事ができた』と感想を述べていきます。しかし最後
に河津監事から『中途半端なことをするな！！この程度
で納得するな！！』と店内に響き渡るほどの檄が飛びま
す。その後、侍委員会全員が精一杯の活動をしていった
のは言うまでもありません。愛情のこもった叱咤激励を
していただいた河津先輩、盛政先輩に感謝いたします。

　「〇〇委員会の〇〇は『臨時』で決まりでしょう」
誰が言い出したのか、この核心を突いた言葉に委
員会メンバー全員で湧き上がったことを覚えてい
ます。とくに５月例会に向けた“それ”が酷かった
(笑)。小委員会、班別打合せを入れると…。あまりに
もの“それ”の多さに、委員会会場にまさかの子連
れで来てしまっていた会員の姿もありましたね。
あ、僕のことでした。申し訳ありません。
　まあ半分冗談で書いておりますが、それだけた
くさんの時間をこの〇〇委員会につぎ込んで頂き
ました。そんな〇〇委員会のメンバーは次年度も
大活躍すること間違いなしです。そういえばみな
さん、〇〇に入る本当の言葉、覚えていますか？
〇〇とは『輝く組織！創造』ですよ。

　当会にて６月19日（金）に予定しておりました創立40周年記念事業基調講演『私はかく闘った～ Spirit of 不橈不屈～』ですが、
講師である九重貢氏の体調不良により、九重氏の関係者並びに当会担当とも協議の上、やむを得ず基調講演を中止させていた
だきました。
　基調講演を楽しみにお待ちいただいておりました多くのお客様、関係団体の皆様には大変ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ご
ざいませんでした。皆様方のご期待にお応えすることができず、心から深くお詫びを申し上げます。会員一同この度の事を糧に、
より一層精進していく所存でございます。今後とも、私ども鳥取県西部中小企業青年中央会を宜しくお願いいたします。

鳥取県西部中小企業青年中央会　　　　
第40期会長　後  藤  太  良　

～卒会旅行の思い出と共に～40期各副委員長

総務委員会

政治行政委員会

広報委員会

地域ビジョン委員会

侍委員会

輝く組織！創造委員会

副委員長　権田和志

副委員長　永井拓未

卒会旅行：平成27年５月30日（土）～５月31日（日）
行 き 先：下関

卒会旅行：平成27年６月13日（土）
行 き 先：夕陽の丘神田

卒会旅行：平成27年５月16日（土）～５月17日（日）
行 き 先：博多～広島

卒会旅行：平成27年５月23日（土）～５月24日（日）
行 き 先：福岡

卒会旅行：平成27年５月30日（土）～５月31日（日）
行 き 先：名古屋

卒会旅行：平成27年５月23日（土）～５月24日（日）
行 き 先：関西方面

副委員長　赤井宏之

副委員長　松井淳一

副委員長　高井賢一

副委員長　高塚康治



旬の旨いもんや「海王」

また行きます！個室
でゆったりいただけ
ますよ♪
（みか）

【ハンサム持参特典】
ランチご利用でアフターコーヒーサービス
※ハンサム１冊につき４名まで
《有効期限》８月末日

■住　　所　〒683-0812　鳥取県米子市角盤町4丁目94 
■電話番号　0859－23－6660
■営業時間　《月～土》11：30～14：30 （ラストオーダー 14：00）
　　　　　　《日・祝》11：30～15：00 （ラストオーダー 14：30）
■定 休 日　なし

和風ランチ／1,080円
新鮮なお刺身あり、あったかい天婦羅あ
りの贅沢ランチ♪これ以外にも、御膳や
丼ぶりなどランチメニューも豊富でし
た。
※平日（月～土）限定　和風ランチは限定30食

米子全日空ホテル
カジュアルレストラン
Cafe in the park

【ハンサム持参特典】
ランチバイキング10％OFF
※ハンサム１冊につき４名まで
《有効期限》８月末日

■住　　所　〒683-0824　鳥取県米子市久米町53-2 
■電話番号　0859－36－1113
■営業時間　《ランチバイキング》11：30～14：00
■定 休 日　なし

ランチバイキング／
大人：平日　￥1,340　土日祝￥1,540
子供：平日　　￥670　土日祝　￥770

大人気のチョコレートタワー！
バイキングは毎月メニューが変
わります。７月はスタミナカ
レーフェア開催中！

米子ニューアーバンホテル

 日替わりランチ／800円
　できるだけ山陰の食材を使用してい
ます。日替わりは数に限りがあります
が、海鮮丼・アーバン御膳などもおす
すめです。
※日替わりランチは数量限定

まいう～＆満腹・満
腹…ランチを食べる
と…幸運が訪れ
る！！（イサオ）

【ハンサム持参特典】
ランチご利用でアフターコーヒーサービス
※ハンサム１冊何人でもＯＫ
《有効期限》８月末日

■住　　所　〒683-0822　鳥取県米子市中町28 
■電話番号　0859－23－2211
■営業時間　《ランチ》11：30～14：00
■定 休 日　日曜日・祝日

炉端かば 米子空港店

あじトロ丼／890円

　鯵は浜田の特選水産ブランド「どん
ちっち」を使用！脂質10％以上でDHAも
豊富！茗荷との相性もバツグンでした！
何よりボリュームがすごい！

美味しくいただきました
★今度は女性限定数量限
定のレディースランチを
狙います！（ミッチー）

（サラダ・味噌汁付き）

【ハンサム持参特典】
ランチメニュー（～15:00）に限り50%ＯＦＦ
※ハンサム１冊につき２名まで
《有効期限》８月末日

■住　　所　〒684-0055  鳥取県境港市佐斐神町1634 
　　　　　　　 　　　　　 米子空港ターミナルビル2F
■電話番号　0859－45－3377
■営業時間　8：00～21：30（ラストオーダー21：00）
■定 休 日　なし

旬門 米子本店

プチデザートとドリ
ンク付きでこのお値
段はお得です！
（みか）

【ハンサム持参特典】
40周年にちなんで…ランチメニュー40％OFF
※ハンサム１冊につき４名まで
《有効期限》８月末日

■住　　所　〒683-0053  鳥取県米子市明治町154-1 
　　　　　　　 　　　　　 駅前パーキングビル1F
■電話番号　0859－21－7088
■営業時間　《ランチ》11：30～13：30（ラストオーダー）
■定 休 日　なし

週替り定食／1,000円
海鮮丼と並んで人気No.1の週替り定食★
限定数もないので安心ですよ！すきやき
or豚バラと水菜の鍋、白飯or炊き込みご
飯など、チョイスできるのが嬉しいです♪

●
文化ホール

イオン米子駅前店●
●東横イン

●ワシントンホテル

●ホテルハーベスト
米子駅

東光園 ｢よみがえりの里｣ 

ランチバイキング／1,350円
　野菜は日吉津産 、魚介は島根漁港・境
港漁港で水揚げされた地元の食材を使っ
た自然食バイキングで、どれもおいし
かったです！
※通常入浴とセットの料金だが、火曜日と水曜日は入浴なし

おすすめは、自分で掬って食べる豆腐
と、自分で作って食べるアメリカン
ドッグです。窓から見える景色がとっ
てもよかったですよ！（トッシー）

【ハンサム持参特典】
ランチバイキング50％OFF
※ハンサム１冊につき３名まで
《有効期限》８月末日

■住　　所　〒683-0001　鳥取県米子市皆生温泉3-17-7 
■電話番号　0859－34－1111
■営業時間　《ランチバイキング》11：30～13：30（最終入店）
■定 休 日　なし

炉端かば 米子空港店
ランチメニュー（～15:00）に限り
50%ＯＦＦ
※ハンサム１冊につき２名まで
《有効期限》８月末日

店舗印

旬門 米子本店
40周年にちなんで…
ランチメニュー40％OFF
※ハンサム１冊につき４名まで
《有効期限》８月末日

店舗印

東光園「よみがえりの里」
ランチバイキング
50%ＯＦＦ
※ハンサム１冊につき３名まで
《有効期限》８月末日

店舗印

旬の旨いもんや「海王」
ランチご利用で
アフターコーヒーサービス
※ハンサム１冊につき４名まで
《有効期限》８月末日

店舗印

米子全日空ホテル カジュアルレストラン
Cafe in the park
ランチバイキング10％OFF
※ハンサム１冊につき４名まで
《有効期限》８月末日

店舗印

米子ニューアーバンホテル
ランチご利用で
アフターコーヒーサービス
※ハンサム１冊につき何名でも
《有効期限》８月末日

店舗印

ミカ＆ミッチー＆
　イサオ＆トッシー 合同企画 お気軽ランチレポート

※各店サービスは本ハンサム（319号）をお店にて提示していただいた場合に限ります。（各店、ハンサム（319号）１部につき１回ずつのサービスとなります。）



７月役員会報告
　７月役員会が平成27年７月１日（水）米子全日空ホテルに
て開催されました。
　当日の主な議題は以下の通りです。
　・６月例会開催報告の件　　
　・通常総会・卒会式、懇親会開催の件　　・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。

通常総会・卒会式、懇親会のご案内
と　き：平成27年７月14日（火）　

　　　　　総会・卒会式　18：00〜19：00

　　　　　懇親会　　　　19：15〜21：30

ところ：ホテルサンルート米子

内　容：総会・卒会式、懇親会

担　当：第40期・41期総務委員会

　今年度のハンサムはいかがでしたでしょうか。カラー
掲載に意気込み、印象に残る写真を撮ろうとしましたが、
結局 、面白かったのは会員が引き起こすハプニング画像
でした。人と人との絆が織り成す出来事こそ、取材対象で
すね。 　　　　　　　　　　　（広報委員会　稲田　清）

編集後記

　平成27年６月24日、米子ニューアーバンホテルにて40期最後の編集会議を行いました。
【１年間本当にお世話になった東京印刷の木下さんをお迎えして、ハンサム製作の裏話をうかがいま
した】
　ハンサムを担当していただいて15年以上になるという木下さん！
　「今までの中で、一番良かった広報委員長は誰ですか？」
　「皆さん一生懸命されているので、どなたが一番ということはな
いですよ」という模範解答をいただき、
　「では、今までの中で、一番困った副委員長は誰ですか？」
　「・・・」（一同Ａ井副委員長に注目しました）
　「もしかして…ゴーストライターをされることもあったんです
か？」
（木下さん）「さすがにそれはないです！」
　委員会や例会に出席されていないのに、会員情報にかなりお詳
しい木下さん。さすが15年の経歴ですね。
（木下さん）「実際お会いする機会があると、会員手帳の写真と随分違う方がおられてびっくりします
ね。」
　会員内でも、OB会員含め数名の名前が挙がりましたが、伏せます。
（木下さん）「皆さんは私のことはご存知ないと思いますが、私はお見かけしたらわかります。お店と
か、運動会とか…実はよくお会いしてますよ。」
　皆さん、どこで目撃されているかわかりませんね♪ハンサムの目撃記事にならないように注意で
す！
（木下さん）「今期一番のニュースは、初の女性会員結婚報告だと思います。私の知る中では初めてだ
と思います。」
　会員同士（会員とOB会員ですが）の結婚報告も、在籍中の妊娠報告（例会に妊婦がいる！という光
景）も、皆さまにとってはとても新鮮なニュースだったのではないでしょうか。

【今回の編集会議には次年度広報委員会 山内副委員長も参加してくださいました】
　大変勉強熱心な山内副委員長、ハンサム制作の流れを学び、さっそく先輩会員からハンサムのネタ
集め！
　「ハンサムの語源になった人を探して取材してきて
ください」と、今期卒会される稲田会員よりリクエス
トを受け、41期のハンサムにもますます期待ですね。

1年間ありがとうございました！広報委員会座談会
  ～40期を振り返って～1年間ありがとうございました！

【40期のハンサムを広報委員会で振り返りました】
（福山委員長）「10年に一度のカラー紙面に助けられましたね。」
（北島会員）「そういえば『会長の書』が前半数回で終わっていますよね。」
（福山委員長）「会長に『毎月はしんどいわ・・』と言われて…。」
（木下さん）「『プリンスを探せ』って、日産プリンス福山委員長にちなんでプリンスだったん
ですね！」
（北島会員）「福山委員長が私たちのプリンスなんですけどね。多くの企業に協力いただき取
材をさせていただきましたが、会員入会に繋がるでしょうか…取材者
の魅力不足だったでしょうか…。」
（福山委員長）「ミカ＆ミッチーの魅力のおかげで成り立った記事だっ
たよ…『イサオとトッシーの男二人旅』も、もっとやりたかったね。」
（吉田会員）「袋とじ…前期に続き、実現ならずでした！」

　ここで皆さま、一番人気企画「たいらざえもん」の作者はご存知で
しょうか。
　ネタは、毎月吉田会員が頭を悩ませ一生懸命考えておりましたが、
可愛いたいらざえもんを描いていたのは吉田会員ではないのです！

「たいらざえもん」最終回と共にご紹介します。
【米子ニューアーバンホテル　沢丸寿美（さわまることみ）さん】
　沢丸さん、１年間楽しいたいらざ
えもんをありがとうございました！
（吉田会員）「実写版たいらざえもん
…会長にお断りされ、実現ならず
だったのが心残りです！」

【最後に】
　自分達も楽しみながら制作で
きた第40期ハンサム。それが紙面
を通じて皆様にも伝わっていれ
ば幸いです。
　現役・ＯＢ会員の皆様をはじめ
ご協力いただいた全ての皆様に
感謝いたします。
　第41期のハンサムにもどうぞ
ご期待ください！

あくまでも、吉田会
員との共同作業で
す。1年間ありがと
うございました！


