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　８月17日（月）皆生温泉松涛園に於いて
平成27年度鳥取県西部中小企業青年中央
会８月例会が開催された。当日は89名の
会員が参加し、各委員会による新年度活
動方針の発表が行われた。また会場では
料理が用意され、猛暑の中で皆生トライ
アスロン他、多くの事業で活躍した会員
を労う納涼例会となった。

　冒頭、松田
会長の挨拶で
は「島根県の教
育指導を担当
される先生方
の前で講演さ
せて頂く機会

があった。その中で、今の若い人たちは
我々のような世代と比べて自己主張が少
ない、上を目指そうとしない傾向がある
という話を聞いた。しかし、子供らの数
も少なくなった現在、昔と比べて競争意
識がなくなるのも自然なことで
あり、我々、企業人はそのよう
な若者を採用し育てていく過程
において、どのようにやる気の
スイッチを押し伸ばしていくの
か、時代に合った新しい発想が
必要ではないか」との話を紹介
した。その後「今年の夏もトラ

イアスロンの他、多くの事業があり大変
だったと思う。今日はこのような宴の場
を用意して頂いた。是非、皆さんで楽し
んで頂きたい」と会員を労い、宴が始まっ
た。
　当会の継続事業であり、７月に開催さ
れた皆生トライアスロンのボランティア
活動につい
ての慰労と
振り返りの
場では、は
じめに、同
事 業 で 大
きな貢献を
されてきた、盛政ＯＢから会員に向けて
ビデオメッセージが披露された。続いて、
選手として大会に参加した髙田会員、白
石会員、拝藤会員から応援について感謝
の言葉があり、活動の中核を担った濵田
（修）ボランティア部長・石原（効）AS部長・

今川マラソン部
長・森下応援団長
からは、それぞれ
の活動について、
会員への感謝と来
年以降に向けて抱
負が述べられた。
　そして各委員会

の活動方針発表の時間となった。新年度、
当会は「総務委員会」「広報委員会」「政治
行政委員会」「中央会発掘委員会」「ビジ
ネス経営委員会」「地域活性委員会」の六
つの委員会で構成され活動を行っており、
各委員会が活動方針と意気込みについて
順に発表を行った。はじめの地域活性委
員会の発表では足立（駿）委員長が活動方
針を述べた後、続いて委員会メンバーに
よ る 替 え
歌「松田会
長へ捧げる
歌」が披露
され笑いを
誘った。続
く 委 員 会
もそれぞれ趣向を凝らして、活動方針の
発表をした後は一転してダンスやコント、
書道などのパフォーマンスで新年度への
意気込みをアピールするなどして会場は
終始賑やかな雰囲気に包まれた。
　「『熱』とは『情熱』の『熱』である」とは新
年度スローガンについての松田会長の言
葉だ。思いを受けた委員長の演説、熱の
込もった会員のパフォーマンスにより当
日は新年度、中央会の活動を予感させる
熱い夜となった。　　　　

　（記事：小谷）

8 月 例 会 を 終 え て 地域活性委員会  委員長  足立　 駿

　まずはお盆休み明けの参加し辛い時期、出席して頂きました会員の皆様には大変感謝いたします。出
席率も94.7％と大変高い数字となりました。本当にありがとうございました。
　今回の例会は納涼例会として、暑い季節の中、中央会活動やトライアスロン支援をこなしてきた会員
の慰労と第41期松田年度を勢い良くスタートさせるという２つの目的の下、企画させて頂きましたがい
かがでしたでしょうか。トライアスロン事業振り返りでは盛政実行委員長はじめ、各部長、出場選手の
話に会員が真剣に耳を傾けている様が印象的でした。所信表明では委員会毎の特色が見られ、大いに盛
り上がり会員の笑顔が絶えない時間となったのではないでしょうか。
　また今回、中央会の例会会場としては初となる皆生温泉松涛園での開催となりましたが、従業員の皆

様には細部に渡りご配慮頂き、大変スムーズに進行・準備が行えました。ありがとうございました。
　最後に例会開催にあたってご協力くださった皆様に感謝いたします。繰り返しとなりますが本当にありがとうございました。

激動の夏を振り返り、41期本格始動激動の夏を振り返り、41期本格始動 ～８月納涼例会開催～～８月納涼例会開催～



平成27年度委員長交流会開催
〜縁を紡ぐ〜県青中
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熱くやり切った２日間
　総務委員会の奥森です。去る8月1日・2日に足立委員長率いる地域活性委員会とのコラボに
て、水郷祭テナントブースでイカ焼き・ビール・カキ氷を出店してまいりました。
　初めて？西部青年中央会として参加させて頂きましたが、とにかく「暑い、暑い、暑すぎる～」
そんなうめき声が聞こえてくる真夏日を、両委員会メンバーで頑張ってきました。
　いかんせん、初めてのことばかりで「何をどうすればいいのか？」「何を用意すればいいの
か？」手探りのまま当日をむかえました。しかし、さすがそこは優秀な委員会メンバーです。最初
は戸惑っていましたが、お客さんが増えれば増えるほど狩人のような商売人の目になっていき、
さばくさばく。気が付けば長蛇の列ができ大繁盛店になっており、「おいしい！」とリピーターま
でできておりました。
　２日間終わってみると、暑い中熱中症になりそうになりながらでも、みんなで最後までやり
切った時間が心地よく、これからの両委員会の活動に必ずプラスになると感じました。
　最後になりますが真夏日の中、お手伝いに来て下さった松田会長・長谷川専務そして陣中見舞
いに来て下さったＯＢの皆様、会員の皆様に感謝、感謝でございます。ありがとうございました。

　８月29日（土）米子食品会館にて東部、中部、西部の委員長が
集まり、平成27年度委員長交流会が開催されました。持ち時間
３分間の自己ＰＲから始まり、3グループに分かれて「委員会

活動について」「今後の県事
業の在り方について」のグ
ループディスカッションが
行われました。各グループ
とも活発に議論がなされ、
その後各グループの発表が
行われ、継続していくべき
事業としてスポーツ交流、

　総務委員会・副委員長の住真介です。
奥森委員長の掲げられる委員会テーマ
を実現するため、委員長が委員会運営を
やりやすい環境づくりをしっかり行い
たいと思います。また、委員会メンバー
同士の交流も大事にしていきたいと思
います。

　内田委員長を筆頭に、当委員会は個性の強
いメンバーが集まりました。個性のぶつかり
合いも楽しみですが、「この力が一つになっ
た時のパワーは凄いのだろうな」と頼もしく
も思っています。10月に控えた担当例会で
は当委員会メンバーの個性を集結し、実りあ
る例会とし、最後６月には皆が笑顔で終えら
れるよう頑張って参りたいと思います。

　ビジネス経営委員会の副委員長させて頂いて
おります、緒方です。松井委員長が掲げられた「ビ
ジネスアスリートになる」が委員会テーマです。
委員長自ら第１回委員会の時より委員長タイム
を設けて学び、第２回委員会から委員会内メン
バーでの発表を実施しております。「熱」のこもっ
た委員会活動のサポート役に徹していきます。皆
様、今後ともご指導の程宜しくお願い致します。

　地域活性委員会副委員長の任を拝命いた
しました石田です。地域活性委員会は、中央
会単独での継続事業の企画・立案を行なう
という重大な活動を目的としています。
　そんな委員会の副委員長として、私を指
名してくださった足立委員長に応えるため
にも、委員会活動に尽力していこうと思い
ます。よろしくお願い致します。

　広報委員会・副委員長の山内正樹です。中
央会の会員としてまだまだ未熟なところは
ありますが、副委員長という役目を任され
た以上、責任をもって取り組んでいこうと
考えています。権田委員長をしっかりとサ
ポートすると共に、分からない事は廣谷副
会長や委員会メンバーに相談しながら１年
間、熱い活動をしていきたいと思います！

　政治行政委員会 副委員長の福本です。私の副
委員長としての抱負を少々書かせて頂きます。
　私はとにかく「委員会を盛り上げる事」そ
して「会員の皆様に参加していただける様な
委員会づくりをしていく事」を主にやってい
きます。全力でこの１年間、副委員長の仕事
をさせて頂きます。皆様どうぞ宜しくお願い
致します。

第41期 副委員長抱負
総務委員会副委員長　住　真介 中央会発掘委員会副委員長　田中　猛

ビジネス経営委員会副委員長　緒方恒人

地域活性委員会副委員長　石田倫章

広報委員会副委員長　山内正樹

政治行政委員会副委員長　福本隆史

2015 松江水郷祭2015 松江水郷祭2015 松江水郷祭 総務委員会・地域活性委員会

ビジネス交流等が
挙げられました。ま
た研修視察旅行の
参加者を増やす為
に会員アンケート
実施、選択制等のア
イデアも出されま
した。
　各地区の委員長との交流を通じ、新たな気づき、発見が多く
ありとても有意義な時間を過ごす事が出来ました。この経験を
今後の委員会活動に繋げていきます。　　　　　（記事：権田）



　８月22日（土）喫茶ウ
イングにて境港地区ＯＢ
交流会が開催され、境港
にゆかりのあるＯＢ・現
役会員が34名集まり、会
場は終始、熱気につつま
れました。
　新役員・新入会員のあ

いさつに続き、岩田ＯＢ・河津ＯＢ・盛政ＯＢのご卒会お祝い
として花と記念品が贈呈された。新ＯＢ３名は境港在住では
ありませんが、境港にゆかりがあり度々境港地区の会員とし
て参加されており、境港について熱いお言葉を新OBとしてご
あいさつ頂きました。年１回のＯＢ交流会も盛会のうちに最
後も乾杯で締めくくりました。
　毎年恒例の境港地区ＯＢ交流会ですので、境港にゆかりの
ある方は是非参加をお待ちしております。

（記事：渡邉公平）

　皆様こんにちは！当社は大山町（旧・名
和町）で創業し、以来50年間この地で営業
してまいりました。生まれ育った大山町に
ついて、熱く（暑苦しく？）お伝えします。
　まずは町名でもある秀峰大山です。早朝
や夕暮れ時の大山を見たり、行ってみてく
ださい。これまでとは違う表情に心が揺さ
ぶられること必至です。
　また魚釣りされる方には、色々な波止があり、またサーフィンさ
れている方も見られます！
　次に、様々な自然環境・史跡があります。隠岐から逃れた後醍醐
天皇をお助けした地元の豪族『名和長年公』をお祀りした名和神社
も趣き深く、弓道でも有名な神社です。
　最後に、住民の良さがあります。若い人にも古民家を修復して住
む人などもおられ、規模は小さいものの活気があります。こんな素
敵な町である、わが大山町にぜひお立ち寄りください！

　「中央会とは？」在籍の短い私にとっ
て、このお題は非常に難しかったです。
中央会活動に詳しくない私が、思った事
をそのまま伝えても皆さんの参考にな
らないかもしれないからです。しかし、
あえて伝えようとするなら、「中央会と
はミズタマリである」でしょうか？
　目の前の道路にミズタマリがあった
とします。皆さんならどうします？それを汚れないよう避け
て通るもよし、長靴を履いてビチャビチャ遊ぶのもよし、中に
生物が居ないか調査するのもよし。人それぞれ行動が違うわ
けで、中央会も在籍中どういう活動をしたかで結果が多いに
変わってくると思います。
　現役の皆さんは、けっして過去の事例に捉われることなく、
活動を続けていただきたいと思います。

卒会者からの教え
「中央会とはミズタマリである」　　

伊坂 明監事
（平成23年11月入会）「中央会とはミズタマリである」　　

上村 卓弘会員 地域への熱を語る地域への熱を語る

　８月10日に執筆の依頼を頂い
たにも関わらず、家で食事をする
機会がなく気が付けば８月19日
になっておりました。改めて、あま
り家にいないんだなぁと反省…。
という事で、今夜は少し早めに帰
宅して家族団欒でございます。そ
して乾杯メニューは、ご覧の通り
です。皆さん感じておられるので
しょうが、外食も悪くないけど家
で食べる晩御飯が一番ですよね。
　この企画のお話を頂いたこと
で、どれだけ家にいないのかを痛
感し、それでも私を捨てずに一緒
にいてくれる家族に感謝する１日
となりました。それと同時に結局、
家にいないんだろうなと心が痛い
１日でもありました…。

　今期第一回目のＯＢ訪問は、30
期ご卒会の足立耕太郎ＯＢが経営
してらっしゃるワインセラー葡萄
屋にお伺いしました。
　まず、卒会して10年たって改め
て思う事をお尋ねすると、「20代で
入会し、初めて大人の会に入って、
素晴らしい先輩・同期に勉強させ
てもらった。また、19期で労務委
員会の副委員長をした際には、後

に立身出世される景川委員長に大きく影響を受け、会と仕事に
メリハリをつける事を学んだとの事。」また、その委員会活動
では、当時の課題であった女性の社会進出について調査をする
為、委員会に数回にわたり様々な業種の女性陣を招き（人呼ん
で “合コン委員会”）意見交換会を行い、会員数の多かった時代
でありながら、委員会出席率が95％近かった事は今でも自慢
だそうです。ただ、その後はＹＥＧとＪＣにも入った為、中央
会で完全燃焼できなかった事が心残り、ともおっしゃっておら
れました。
　また、昔はイケイケで、近づくだけでヤケドしそうな程熱い

人がいたが、今年のスローガン「熱」を聞いて、その頃の熱さ
を思い出したとも話されました（体が覚えているそうです）。
　３団体に入り、無理はしたけれど、そのお陰で生き残れたと
思うので、業務専門店として付加価値で生き残り、ナンバーワ
ンよりオンリーワンを目指すとの事でした。
　最近心がけている事は、自己管理だそうで（もはや健康オタ
ク並）、さらに犬が精神安定にも役立ってくれ、趣味のゴルフ
と合わせ、この先の人生を豊かにする方向で努力しておられる
そうです。
　と、こういった取材をしていると中央会らしいサプライズが
☆
　なんと、足立耕太郎ＯＢをして「大先輩」と言わしめる足立
統一郎ＯＢがご登場。（本当にたまたまだそうです）。広報委員
会の取材中の旨をお伝えすると、「のせちょけ」と快く記事にす
る許可も頂きました（広報委員会は大変だと思われていますが、
こんな役得もあります）。
　という事で、うやむやのうちに取材は終わってしまいました
が、足立耕太郎・足立統一郎両ＯＢ、どうもありがとうござい
ました。　　

（記事：竹谷）

今晩の乾杯メニュー
【第１回】山口尚文副会長

今晩の乾杯メニュー突撃！

ワインセラー葡萄屋  足立耕太郎ＯＢ（第30期ご卒会）ＯＢ訪問ＯＢ訪問ＯＢ訪問

今年も熱気につつまれる

～境港地区中央会OB交流会開催～



９月役員会報告
　9月役員会が平成27年９月１日（火）米子市公会堂集会室１
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月例会報告の件　　・９月例会開催の件　
　・10月例会開催の件　　・その他
※なお、詳細につきましては各委員長までご参照ください。

９月例会案内

と　き：平成27年9月14日（月）19：00〜21：00　

ところ：ホテルサンルート米子

内　容：地方創生勉強会

　　　　　「鳥取県総合戦略からみる西部のこれから」

担　当：第41期 政治行政委員会

　なんとか最初のハンサムを作り上げることができまし
た。改めて広報委員会のメンバー、他委員会の方々に感謝
します。「ハンサムで取り上げてほしい」という事があり
ましたら広報委員会までご連絡ください。どこへでも伺
います！
　今月もご協力ありがとうございました！

　　　　　（広報委員会  副委員長  山内正樹）

編集後記

（本人よりひとこと）
　久しぶりにアルバムを
引っ張り出しました。い
いですねぇ～！
　懐かしく見ていると父
との一枚がありました。
忙しい方でしたので一緒
の写真が少ないのには、
改めてビックリでした。
この一枚から今まで本当
にいろいろな事が…。
　大事な一枚です。

答えはホームページをCheck！！

　８月８日、９日のがいな祭に事務局の岡島さんがやんちゃパレードに
参加されるとの情報を得て行ってみた。
　炎天下の中、ダンススタジオジャムの一員としてキレッキレのダンス
で観客を魅了されていた。ダンス初心者の方もいらっしゃったが、練習
には１ヶ月かかったとのこと。御揃いのコスチュームを身に纏い、真剣
な眼差しで踊る岡島さんはカッコイイ！きっと来年も出場されると思う
ので、祭に行かれる方は是非ご覧になって下さい。（記事：野口健太郎）

　８月23日（日）　伯耆町総合スポーツ公園でジュニアトライアスロン大会が行われまし
た。当日の天気は快晴。気温30℃近くまで上がる過酷な条件の中、小学生の低・中・高学
年と中学生がトライアスロンに挑戦しました。
　自転車コースの坂道を低学年の子がふらふらとなりながらも登って行く姿。また転倒
してもすぐに起き上がり走り出す姿に、会場からは熱い応援が響いていました。選手の
中には中央会会員のお子さんも出場しており、熱い戦いを繰り広げる姿に感動を覚えま
した。
　そして子供たちが安心して力を発揮できたのは、大会を陰で支えられたボランティア
の皆様の協力があってこそだと感じました。ボランティアに参加された皆様、本当にお
疲れ様でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記事：森下）

　広報委員会のぽっちゃり系ツー
トップ、橋本会員（93㎏）と森下会員

（96㎏）が様々なダイエットに挑戦し
ていきます。８月例会時に体重測定
をさせていただいた皆様も、ぜひ一
緒に挑戦していきましょう！きっと
スーツを新調しなければならない日
が訪れるでしょう。お楽しみに！！

　予定日が平成27年７月７日と縁起よく、生まれる前から
フィーバーな感じでした。父親のギャンブル好きの血は引き
継がず、運の良い子に育ってくれればと思います。
何はともあれ、無事に生まれてきてくれた事に感謝です。

田中　美織ちゃん
（田中健雄会員の第３子）

2015年７月生まれ

お誕生おめでとうお誕生おめでとう

この人はだれだ！？
会員当てクイズ

この人はだれだ！？
岡島さんみ～つけた！！

第21回 オールジャパンジュニアトライアスロンin伯耆開催第21回 オールジャパンジュニアトライアスロンin伯耆開催

ダイエット
   企画始動！
ダイエット
   企画始動！

今月の「熱」

中央会「熱く行こうぜぇ！」（8月例会より）

やらいや～！（松江水郷祭より）


