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ＯＢ訪問

中田 耕治OB（第34期ご卒会）
㈲中田石材工作所

10月例会を終えて
中央会発掘委員会 委員長  内田 和也

次年度理事決定！

連載
卒会者からの教え
仕事への熱を語る
会員当てクイズ この人はだれだ！？

 茅野 康洋
佐嶋 健一郎

地域貢献プログラム　
第1回お地蔵さまフェスティバルを終えて

地域活性委員会 委員長  足立 　駿
４月例会を終えて

お地蔵さま絵画コンクール受賞作品紹介

会長杯ゴルフコンペ開催
中部オープン例会「ゴルゴ塾 命の授業」

　４月17日（日）大山寺参道付近にて予定
されていた「大山お地蔵さまフェスティバ
ル」が一般参加者・園児・会員ご家族へのご
案内を中止し、内容を一部変更して行われ
た。

　当日の朝、大山町
地区が風速30ｍ／ S
の暴風警報が出され
たのを受けて、来場
された方の安全を考
慮した為である。そ
して会場を大山寺か

ら米子市勤労者体育センターに移し、4月
例会は幕を開けた。冒頭、松田会長より、熊
本地震にて被災された方に対しての哀悼
の意が述べられ、また5年前に当会が主管
団体として行った青経連事業の地域防災
フォーラムで学んだ地震発生時の対処方
法を自社でも取り入れていると語られ、平
時における防災意識の重要性を会員に説

いた。続いて大山お地蔵さまフェスティバ
ルの事業のひとつである「お地蔵さま絵画
コンクール」について、参道周辺10会場に
展示（展示は終了しています）してある約
900点の塗り絵・絵画は会員の子供、園児
の想いや夢が詰まった素晴らしい作品で
あり、感動したと述べられた。最後に、新た
な継続事業として地域を盛り上げる為に
昨年から準備を始めた担当の地域活性委
員会を労い、「この想いを会員全員で共有
し、来年に繋げて頂きたい」との言葉で締
めくくられた。　
　次に新入会員の古都剛志会員のバッチ
授与があり、「右も左もわからないが、一生
懸命頑張ります」と力強く抱負を述べられ
た。
　続いて臨時総会が開催され、竹ノ内次年
度会長より上程された次年度理事６名が、

「異議なし」の声にて全会一致で承認され
た。各理事の使命感に満ちた表情は印象的
だった。
　その後、会員有志で、お地蔵さまの清掃
や縁日・豚汁無料振る舞い等に使用予定
だったテント等の片付けをする為に大山
寺参道へ移動したが、強風により剥がれた
屋根や、物が飛んできて破損した車等の現

場を目の当たり
にし、暴風警報
の凄さを実感し
た。
　しろがね荘駐
車場に集合した
会員は参道沿い
の５体の地蔵を
聖なる水「閼伽

水（あかすい）」にてブラシで磨き、周辺の
ゴミ拾い・除草等、約１時間清掃活動に汗
を流した。また強風にも関わらず、絵画コ
ンクールの展示を見学に来られた、ご家族
様や園児の姿も見られ、改めてこの事業の
注目の高さ、大切さが分かった。

　新たな継続事業として来年度以降も開
催して地域の皆様の一助となる事に大き
な手応えを感じた１日だった。

　　　　　             　（記事：権田）

４月例会開催
地域貢献プログラム
大山お地蔵さまフェスティバル
地域貢献プログラム
大山お地蔵さまフェスティバル
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第41期会長　松田幸紀

４ 月 例 会 を 終 え て 地域活性委員会　委員長  足立 　駿

　『西部青年中央会に新たな継続事業を』という事で８月担当例会後からすぐに内容の検討を始め
ました。しかし、委員会内で企画が二転三転し着地点が見えず大変悩みました。その中で、地元
の魅力は何かを模索した結果、大山の地でお地蔵様に出会い、また現地住民の方から大山とお地
蔵様との関係をお聞きし『これだ』と思いました。お地蔵様を絡めて事業を開催すると決めてか
らの実際の準備期間はかなり際どい所でしたが、大山寺参道振興会様や大山寺圓流院様、関係各
所などの積極的な協力もあり当初予想していた地元との協力体制が非常に早い段階で形成できた
のと当委員会も全メンバーが団結し事業に当たることができたため、何とかスケジュールに間に
合わすことができました。

　残念ながらフェスティバル自体は当日午前４時の段階で風速30m/sと暴風のため、一般参加は中止となりましたが、風の治
まったお昼頃より現役会員の手でお地蔵さま清掃及び参道付近の清掃を行いました。この第１回を開催・準備できた事は大変
素晴らしいことでした。参道沿いに展示された大山町、伯耆町の園児達の絵画は、その色使いや感性が圧巻であり、心が洗わ
れる気分でした。16日の前日作業時、高所のお地蔵さまを清掃中に「綺麗にしてくれてありがとう」と地元の方が目に涙を浮
かべ何度もお礼をして下さったのは心に響きました。継続事業ということで次年度以降も行われていく事業であると思います
ので今回得た経験を次年度の担当委員会にどう引き継ぐのか委員会内でしっかり協議し、形にしていきたいと思います。
　最後になりますがフェスティバルを開催するにあたり各委員会の皆様には多大なるご尽力いたただき、感謝に堪えません。
本当にありがとうございました。

　４月17日（日）に予定しておりました、地域貢献プログラム・第１回大山お地蔵さまフェスティ
バルは暴風警報発令の為、当日の朝６時30分、安全面を考慮し一旦中止とさせて頂きました。
　今年度当初より、地域活性委員会のメンバーを中心に当会の新たな継続事業の実現の為に取り
組んで頂いておりましたので本当に残念でなりませんでした。ですが、当日の昼前より天候も少
し落ち着き当会の有志のみでお地蔵さまの清掃を行う事が出来ました。正式には中止となりまし
たが、会員の皆様と少しでも清掃活動が出来た事は非常に大きな意味があったと思います。
　そして何と言っても目玉であります、会員のお子様、大

山町、伯耆町の保育園児、幼稚園児の皆さんより約900点集まりましたお地蔵さま絵画コ
ンクールは本当に鳥肌が立つ位の感動を頂きました！今回は残念でしたが、この活動は
必ずや、10年・20年と続き、我々の子供・孫の代まで誇れる活動になるのではないかと思っ
ておりますので、来年度以降も継続事業の一つとして続けて行ければと思います！
　最後に１年間、そして前日も泊まり込みで準備頂きました地域活性委員会のメンバー、
会員の皆様、絵画コンクールにご協力頂きました先生・子供達、開催に多大なるご協力頂
きました大山寺大館住職を始め関係各位の皆様に心よりお礼、感謝を申し上げたいと思
います。本当に有難う御座いました！

地域貢献プログラム　第 1 回お地蔵さまフェスティバルを終えて
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おくだ えなちゃん
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お地蔵さま絵画コンクール受賞作品紹介

HPにてカラーでご覧いただけます！
多数のご応募ありがとうございました！！

お地蔵さま絵画コンクール受賞作品紹介



　今回は三嶋雄司ＯＢのご紹介で、第
31期ご卒会の平新武志ＯＢの元へ訪問
しました。
　訪問前のアポイントの際に平新ＯＢ
より、「話をするだけでは面白くないか
らテニスをしよう」とのご提案を頂き、
広報委員会の中から参加者を募り、サ
ニーテニスへ行く事となりました。

　今回は平新ＯＢより、一緒にテニスをされている小林慎一Ｏ
Ｂもお招き頂き、広報委員会からは山内副委員長・野口会員・新
井会員、そして私仲佐と子供たちも交え賑やかに行われました。
　我々広報委員会メンバーは硬式テニスがほぼ初挑戦でしたの
で、まずは平新ＯＢよりラケットの持ち方やマナーからご指導
頂き、サーブ練習・ボレー練習の後に休憩を挟み、ダブルスで

試合を行いました。
　まずは平新ＯＢチームと小林ＯＢチームに分かれて試合を行
い、最後に広報委員会メンバーで２チームに分かれて試合を行
いました。
　休憩の際等で現役会員だった頃の話等をお聞かせ頂いたり、
今回一風変わったＯＢ訪問でしたが、「こういった企画も楽しく
ていいんじゃないか」との
アドバイスも頂きました。
　この度はお忙しい中、こ
ういった機会を創って頂
き、また、我々素人にご指
導頂きまして、誠にありが
とうございました。

            （記事：仲佐）

株式会社エッグ  平新 武志ＯＢ（第31期ご卒会）ＯＢ訪問ＯＢ訪問ＯＢ訪問

　第41期ビジネス経営委員会の佐嶋健一
郎です。この度、弊社㈱佐嶋工務店の紹介
をさせていただきます。
　弊社は、昭和63年に安来市清水町にて会
社を設立し、建設業を主に営んでおり安来
を中心にたくさんの新築を建ててまいり
ましたが、平成16年度より不動産の方にも
力を入れる為、市場の多い米子へ進出し、
昨年の平成27年１月に米子支店をオープ
ンいたしました。
　弊社の強みとしては、不動産業と建設業

の両方ができるということです。仕入からリフォーム、販売まで一
貫して行うことができ、窓口が１つであることから最初から最後ま
でお客様より直接要望を聞いて反映することができる点が強みで
あると思っております。特に中古住宅再生や新築建売住宅に力を入
れており、パナソニック製品を主に使用し、高級感あふれる良いも
のをお客様にリーズナブルな価格で提供しています。全物件、オー
ル電化住宅にしており、安全面や価格面・ランニングコストの面か
ら今のお客様の希望に沿った家づくりを目指しています。
　また、お客様に土地から求めていただけるよう宅地造成にも力を
入れております。　　　
　今後も地元に根付いて、地元に愛される企業としてワンランク上
の住まいを実現できるよう頑張っていきたいと思います。

佐嶋健一郎会員
（株式会社 佐嶋工務店） 仕事への熱を語る仕事への熱を語る

会長杯ゴルフコンペ開催
　４月２日（土）「松田会長杯ゴルフコンペ」が大山アークカント
リークラブで開催されました。

　東部より清水会長・井上
次年度会長を始め会員の皆
様、中部より横山会長・松下
次年度会長を始め会員の皆
様、東部・中部・西部の総勢
29名の会員が参加されま
した。
　当日は桜が満開で快晴と
いう最高のロケーションの

中で行われ、とても気持ちよくプレーができました。
　最後は長谷川専務理事の司会のもと表彰式が行われ、数多く
の賞があり多くの会員が賞品を獲得出来、一人で複数の賞品を
獲得された会員もいるなど大いに盛り上がりました。松田会長
の思うようにゴルフを通じて会員同士の親睦が深まる一日とな
りました。

【成績】
優勝　赤井宏之 会員（西部）／準優勝　上田清一郎 会員（中部）
／３位　松井淳一 委員長（西部）／４位　竹ノ内賢一郎 監事

（西部）／５位　長谷川洋司 専務理事（西部）
　（記事：渡邉公平）

会長杯ゴルフコンペ開催会長杯ゴルフコンペ開催

　昔、先輩に「茅野よ、わしらは出

る杭だけど絶対に打たれたらいけ

んぞ！絶対最後まで我が道で行け

よ。」この言葉が、中央会で一番心

に残っている言葉です。中央会と

は何か？中央会に在籍20年目、一

言で言うなら親睦（成長・仲間）を

深める場である。中央会活動の中

でも、委員会の後の懇親会は、毎年

違うメンバーと一番話す機会が出

来る場であり、相手を理解し、自分

に無い色々な事を学習し考える機会が出来る場です。例会、役

員会、その他事業と参加回数を積んでいった程、その機会が増

え、学習の場が与えられます。

　卒会予定者からの言葉です。

　「先輩からの教訓を得て下さい。また、周りに影響を与える

ことの出来る会員になって下さい。中央会はあなたの本当の

仲間と出会える場であり、色々な事が出来る会ですから。」

「親睦を深める（成長・仲間）の場である」　　「親睦を深める（成長・仲間）の場である」　　
卒会者からの教え 茅野康洋会員

（平成８年７月入会）
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〈コメント〉 4月入会させて頂きました古都剛志と申します。読み
づらい名字かと思いますが覚えていただければ幸いです。バドミ
ントン・サッカー等スポーツ好きです。ご縁ありまして入会させて
いただきましたので宜しくお願いいたします。

（
政
治
行
政
委
員
会
）

H28.04（H27年度）入会

（推薦者）	浜田（貴）
	 長谷川（貴）

古
ふる

　都
いち

　剛
たか

　志
し

 Ａ型 
㈲米子タイヤサービス	 取締役

自動車用タイヤ小売・卸売：取付け

〒683-0802	米子市東福原1-5-55

ＴＥＬ	34-3406　ＦＡＸ	34-6745

（KT）090-7124-0694	 	

（EM）y.tire-service@lime.ocn.com	

	 	 Ｓ52.11生

〈コメント〉 この度ご縁があり入会させて頂きました、栄和電気工
事有限会社の金山勝と申します。本会を自己啓発の場とし、諸先輩
方のご指導を頂くことにより、企業と地域の発展に貢献できるよ
う努力を重ねていきたいと思っております。何卒よろしくお願い
申し上げます。

（
ビ
ジ
ネ
ス
経
営
委
員
会
）

H28.04（H27年度）入会

（推薦者）	濵田（修）
	 千石（正）

金
かな

　山
やま

　　　勝
まさる

 Ｏ型 
栄和電気工事㈲	 専務取締役

電気工事業

〒683-0845	米子市旗ヶ崎7丁目13番12号

ＴＥＬ	29-7175　ＦＡＸ	24-0449

（KT）090-1025-8187	 	

（EM）m-k@eiwa-ecc.com	 	

	 Ｓ56.12生

　今回広報委員会に入って初の記事を書きました。普段
しない事をしたので色々と戸惑いましたが、勉強になり
ました。そして、今年度のハンサムも残り２回となりまし
た。最後まで精一杯やって行こうと思います！

（広報委員会  仲佐大志）

編集後記

　20数年前の高校卒
業アルバムの写真です
が、お二人共に委員長・
副会長を経験された現
役会員です。
（ヒント・左）41期は

副会長を務められています。
（ヒント・右）幼少時に空手を習い、体と精神力を鍛えられ
たそうです。

答えはホームページをCheck！！

この人はだれだ！？
会員当てクイズ

この人はだれだ！？
中部オープン例会「ゴルゴ塾 命の授業」

　平成28年４月20日（水）、中部オープン例会「ゴルゴ塾　命
の授業」講演会（場所 ： 倉吉未来中心　大ホール）が行われた。
前売券は完売し会場はほぼ満席にもかかわらず、当日券を求め
る来場者もある程の盛況振りであった。
　講演では、１秒に１人会
うとすると100年で31億
人余りになる一方で地球上
の人口は70億人、つまり
地球上で出会わなくていい
人には出会わず、出会うべ
き人と必然的に出会ってい
るという。また、自分の血
縁を一世代、二世代と辿り、
自分という存在は大勢の人のもとに産まれてきている事、父親
と母親の良いところを全て受け継いでいる事に気付いて欲しい
とのことだった。
　そして、日本語の美しさと言葉の大切さに触れ、弱音を「吐」
くことがあってもマイナス（最後の一画）思考をなくす事で、

「叶」うという字になる事や、人にした事は良い事も悪い事も
倍になって返ってくること、人生とは「人を生かす」「人に生
かされる」ものであると持論を展開した。
　来場者とコミュニケーションをとることで会場は一体感に包
まれ、最後は女子高生グループらによる人文字「光、フラーッ
シュ！」で締めくくられた。著名人を講師としてお呼びし、一
般の方を招いてのオープン例会は西部中央会としても学ぶ事が
多かったと思う。
　なお、ゴルゴ氏の命の授業はテレビやYoutubeなどでも一
部視聴が出来ます。是非一度ご覧ください。       （記事：髙田）

５月役員会報告
　５月役員会が平成28年５月２日（月）米子市公会堂　集会
室１にて開催されました。主な議題は以下の通りです。
　・４月お地蔵さまフェスティバル報告の件　
　・５月例会開催の件　　・６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。

５月例会案内
と　き：平成28年５月16日（月）19：00〜21：15　

ところ：ホテルサンルート米子

内　容：寸劇　第一部「自力再生」
　　　　　　　第二部「他力再生」第三部「地域再生」

担　当：第41期	ビジネス経営委員会

　第２回・20会ゴルフコンペが４月24日（日）・鳥取県伯
耆町にある、大山アークカントリークラブにて開催され
ました。そもそも20会というのは2020年に卒会するメン
バーで結成された会の事です。現時点の人数は18名と西
部の会員数の２割弱を占めています。
　松田西部会長の始球式にてスタートしました。ゴルフ
コンペ当日は天気にも恵まれ、メンバーも同年代という
事もあり、終始リラックスムードでプレーを楽しむ事が
できたと思います。結果はさておき、怪我やトラブルも
無く、無事ゴルフコンペを終える事ができたのが何より
だと感じました。
　そして、夕方からは会場を【しゃぶしゃぶ・寿司・和食 
海王】に移しまして、表彰式 ・ 懇親会が開催されました。
初めて参加される会員の方もいらっしゃいましたが、お
酒を酌み交わしていくうちに会場はヒートアップしてい
きました。表彰式あたりにはボルテージマックス！次年
度会長・次年度理事・新入会員の挨拶も滞りなく執り行わ
れました。
　中央会は会の事業も大切ですが、友達づくりの場でも
あります。西部の会員の皆様の益々の親睦が深まります
事をせつに願っております。                     （記事：村田）

「20会」紹介

∞

中部オープン例会「ゴルゴ塾 命の授業」


