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６月例会を終えて

中央会応援団
新応援団長紹介

　平成28年６月15日（水）米子コンベン
ションセンター小ホールに於いて第41期
の活動を締め括る６月例会が開催された。
担当は広報委員会。

　冒頭、松田会長
よ り「 第41期 は

『 熱 』を テ ー マ に
様々な活動してき
たが、個々に一年
間の振り返りをし
て欲しい。自分の
為・企業の為・学べ

たこと、人との繋がり、会員同士の友情を
育むことができたか？また個人的には会
員の皆様に『熱』を伝える事が出来ただろ
うか？諸先輩方含め多くの方々への１年
間の協力に対しての感謝をしたい。」と述
べられた。
　続いて第41期「委員会報告」に移り、「総
務委員会」奥森委員長（活動テーマ：糸）、

「地域活性委員会」足立委員長（活動テー
マ：プロフェッショナル）、「中央会発掘委
員会」内田委員長（活動テーマ：掘削！！）、

「政治行政委員会」浜田委員長（活動テー
マ：礎～未来へ繋ぐ礎を築く～）、「広報委
員会」権田委員長（活動テーマ：地域に発
信！魅力の再発見）、「ビジネス経営委員
会」松井委員長（活動テーマ：ビジネスアス
リートになる）の順に各副委員長や委員

会メンバーからの熱いエールに送り出さ
れ、一年間の活動成果の報告、苦労や悩み、
メンバーとの強い繋がり、思い出話など、
涙あり、笑いありとそれぞれの委員長の個
性、委員会への思いが伝わってくる一年間
の集大成となる熱のこもった発表が行わ
れた。
　 続 い て 第42期

「年度方針発表」に
お い て は 竹 ノ 内
次 年 度 会 長 よ り
スローガン「翔人

（しょうと）」、テー
マ「勇気ある決断」
が発表された。「仲
間となった会員同士が一緒になって議論、
活動を大いに行い、大きな羽を広げて大空
を駆け巡る事が出来る人間となれるよう
に一年間の活動を行っていきたい。との意

味が込められている」と述べられ、「これか
ら茨の道に突き進むが、決して屈しない不
撓不屈の精神で邁進していきたい」と非常
に力強い方針発表が行われた。
　次に、今後１年間の活動を行っていく

「総務委員会・高塚委員長」、「積善委員会・
高井委員長」、「政治ビジネス委員会・田中
委員長」、「匠委員会・村田委員長」、「広報委
員会・石原委員長」、「翔女委員会・吉田委員
長」の６つの委員会が発表され、それぞれ
の委員会の活動内容の説明、目的、それぞ
れの委員会に対する思いが述べられた。
　最後に次年度役員の皆様が壇上にて竹
ノ内次年度会長より紹介され、代表数名に
よる挨拶が行われた。
　一年間の締め括りとなる第41期６月例
会は熱気冷めやまぬ中、閉会した。

           （記事：浜浦）
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第36回 全日本トライアスロン皆生大会選手紹介第36回 全日本トライアスロン皆生大会選手紹介第36回 全日本トライアスロン皆生大会選手紹介

６ 月 例 会 を 終 え て 広報委員会　委員長  権田 和志

　41期を厳正に締めくくり、42期と共に前進する例会を目指し、メリハリのある進行を意識しました。
委員会メンバーがそれぞれの役割をしっかりと果たして頂いた結果、スムーズな例会開催となりまし
た。メンバー全員に感謝しております。41期委員会報告では、各委員長が選んだ曲を入場曲として使
用した結果、個性の出た演出となり各委員長の魅力が高まったと思います。ステージ前まで委員長を
スポットライトで照らすことにより、発表の場に向かう１歩１歩が１年間の活動の歩みと重なり、感
慨深かったと思います。
　報告では各委員長が熱を込めて１年間の活動報告・想いを発表して頂き、感謝しております。続い
ての42期方針発表では、竹ノ内次年度会長の想いを込めた活動方針を拝聴し、また壇上に並んだ新役
員の真剣な表情を拝見して、次年度活動に対する期待感が高まったのではないでしょうか。次年度に

向けて、一致団結できた例会となりました。ご協力頂いた会員の皆様ありがとうございました。

　オス。新応援団長の森下です。
今川団長から熱い思いとともに引
き継いだ応援団魂をトライアスロ
ン出場選手、ＯＢの皆様、現役会
員のみんなに感じていただけるよ
う応援していきたいと思います。
またさらに42期西部青年中央会に
勢いが着く様、新メンバーととも
に元気が飛び跳ねるような応援を
していきますので、皆様宜しくお
願い致します。　

森下知紀会員

　今回は現役生活最後の全日本トライアスロン皆生大会となります。
　思い起こせば40歳の時、リレーの部に誘われバイクパートで初出場。それから次の年ラン
パート、続く年スイムパートと経験し、昨年満を辞して、個人の部に出場、何とか完走しま
した。
　トライアスロンは僕の憧れのスポーツでした。その憧れのスポーツにこうやって出場でき
ている事、ボランティアとして関われている事自体にこの上ない喜びを感じています。
　人生は一度きり。やりたいこと全部やります。
　「いつか」なんて時間はどこ探してもありません。
　あるのは「今」だけ。
　現役の皆さんも是非トライアスロンに挑戦してみてください。

　『また皆生に出たいのだけど…いける？』
と土岐ＯＢの一言で結成された”ＴＳＣチー
ム土岐”の一員として参戦させていただき
ます”謎の筋肉サイボーグ”ことアイアンマ
ンＭＡＲＫ６です。
　目標は、日没までのゴール。今期ご卒会
を迎えられる拝藤先輩と土岐ＯＢと補欠
無しの三人チームという事で、リタイア
は絶対許されません。残された時間の中
で、何としても明るいうちに土岐ＯＢ
をゴールでお迎えできるよう、しっか
りと準備をしたいと思います。
　大会当日バイクコースで筋肉サイ

ボーグを見かけた際は、物など投げつける
ことなく、温かいご声援をよろしくお願い
いたします。

　今年も熱い夏がやってきました。最初は「名前だけ貸
して」と言われて加入したチームも３年目。前回までは
正直な所「出番はないだろう」とやんばい気持ちでした
が、今回は出場するつもりで練習に励
みました。しかしメインのＧ先輩と一
緒に走りに行ったところ、ペースに全
く付いて行けず…。まだまだ練習が足
りません。時に厳しく、時におんぼら
と鍛えて頂きました。課題である登り坂
ではお尻の筋肉を使うとまいしこ行くそ
うです。
　毎年この時期はトライアスロンに
のぼせたくって家族からは「なん
しとーてー」と言われます。たい
てしぇたもんだと思われようと今
年も頑張りますので、皆様よろし
くお願いたします。

　今回で、５回目の出場になります。初めてのリレー参加です。
スイム担当と言う事で、バトンをバイクのＭ
ＡＲＫ６くんにしっかりと繋げ、最後はラン
担当の土岐先輩に任せて３人笑顔でゴールし
たいと思います。
　オール中央会で最後まで頑張ります！ま
た、真夏の猛暑の中、ボランティア活動を
しながら沢山の応援をいつもして下さり、
感謝しています。今回も頑張りますので、
みなさんの声援宜しくお願いします。私
には、初出場からの夢がある。ゴールし
た後、６時半から始まるサザエさんを見
ることである！普段普通に見れるが、完
走後に見るのは最高らしい！
　バイクとランに最強の選手が居ますの
で、明るい内にゴールして目標を叶えた
い。

中央会応援団新応援団長紹介中央会応援団新応援団長紹介中央会応援団新応援団長紹介

アイアンマン
MARK6！？

髙田 典宗拝藤 博幸

白石 博昭



ダイエット企画完結ダイエット企画完結
　41期から始まったダイエット企画の結果
発表が６/23（木）に発表されました。最終選
考まで残ったメンバーは石田副委員長、森下
会員、橋本会員の３名でした。栄えある優勝
者は。。。
　96kgから86kgへ10kgの減量をした石
田副委員長に決定しました！！！
　石田副委員長の最終目標は70kg台だそ
うですが、優勝のご褒美と新たな目標達成を
祈念して「びっくり大盛ラーメン（麺２玉）・

チャーハン・餃子」をプレゼントしてダイエット企画は完結しました。各
人のダイエット方法を紹介します。体重を気にされている人は参考にさ
れてみてはいかがでしょうか？（参考にならない人もいますが。。。）

　第41期総務委員会は、平成28年
５月28日、29日に大分県別府温
泉に研修旅行に行ってきました。
  総務委員会13名は道中、小倉に
て鰻を満喫。鍾乳洞での探検を経
て、米子から別府まで約10時間の
バス移動でしたが、有意義な時間
を過ごしました。

　別府では、宿泊先の旅館にて、温泉と山、海の幸を堪能しました。
  卒会される荒川会員、伊坂会員にも喜んでいただくことができました。
  今期総務委員会は、人との繋がりを１番に活動して参りましたが、１年
間の活動を通して結束することができた委員会メンバーで、今期の終わ
りに楽しく、有意義な旅行に行くことができ、本当に良かったです。

（住　真介）

　第41期政治行政委員会の卒会研修旅行は
６月４.５日の２日間で開催されました。卒
会者の意向により研修先は広島に決まりま
した。旅行当日広島ではとうかさん祭りが開
催されておりました。米子にもがいな祭りが
あります。広島ならではの祭りを体感し広島
という地域の風土を体感して参りました。

　そして２日目は世界遺産のある宮島の厳島神社に行ってきました。まさしくパワー
スポット凄まじいパワーを頂いた気がしました。そこで昼食は広島名物あなご飯をい
ただきました。美味しかったですね、卒会者お２人も一生忘れられない味と絶賛して頂
けました。
　政治行政委員会はこの１年間地方創生を主に学んできました。今回の研修旅行でも
広島の地域創りというところも頭に入れ研修し、非常に盛り上がった楽しい研修旅行
でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福本隆史）

　６月11日・12日（土・日）に広島方面に研修・
視察そして親睦旅行して参りました。
　道中に呉市にある大和ミュージアムや旧
海軍学校などで歴史を学び、２日目には宮島
に行きました。最近のブームであるインバウ
ンド（外国人旅行者）も多く、すごい観光PRの
仕方がうまいと感じました。そして何より、今
期で卒会される西村会員・三鴨会員も参加し
て頂き、最後の思い出になればという思いで

企画しました。旅行後のお言葉でお二方とも愉しんで頂いたと聞きましたの
でよかったです。
　このメンバーでもう会って旅行もすることはないですが、１年間ともに学
び・成長してきた仲間とともに研修し旅行も出来たことはとてもいい時間で
した。有難う御座います。　　　　　　　　　　　　　　　　 　（緒方恒人）

　５月28・29日に広報委員会で視察
研修に行ってきました。初日は神戸
市へ足を運び、中華街・南京町の活気
を肌で感じ、「カワサキワールド」で
は造船業から始まった日本企業の歴
史を学びました。
　２日目はまず姫路城へ向かいまし
た。平成の大修理が完了した後とい

うことで、朝早くから国内外の観光客で溢れ、大天守に上がるには人数規制が
設けられる程でした。その後、そうめんの里として知られる「揖保乃糸」で昼食
を食べ、最後は「うすくち龍野醤油資料館」に寄り視察研修を終えました。
　今期卒会される松尾会員と委員会メンバーが多くの時間を共有し、また権
田委員長の１年間の苦労を感じ取ることもでき、本当に記憶に残る２日間と
なりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山内正樹）

　マイクロバスを借り、内田委員長・上村
会員の運転で中央会発掘委員会メンバー
10人と共に門司・博多に研修旅行に行っ
てきました。車内では卒会者の渡辺監事
の委員長時代の映像を流したり、昔話で
盛り上がり、楽しく勉強となる道中とな
りました。
　博多ではヤフオクドームにて野球を観

戦し、ホークス球団がいかに市民に愛され、博多の街を熱くしているのかを直に感じ
ることができました。（わが街にもいつかそんなプロ球団ができるといいですね。）
　そして門司では当初の予定を大幅に変更して、巌流島に上陸しました。勝負事の願
掛けに良いとされる舟島神社を参拝し、当委員会が第41期の最優秀委員会に選ばれ
るよう願をかけておきましたが、果たしてそのご利益はいかに・・・。

（田中　猛）

　地域活性委員会は、６月11、12
日に神戸へ研修旅行に行ってきま
した。米子とは街の大きさはまるで
違いますが、商店街の活気など多く
の刺激を受けました。神戸に着いて
最初の昼食は神戸牛のステーキ。目
の前の鉄板で焼かれた神戸牛に会
員一同、満面の笑みでした。その後、
生田神社に参拝し、夜は神戸の街

が一望できるダイニングバーで懇親会。茅野会員と古谷会員が卒会というこ
とでプレゼントが贈られ、茅野会員の目には涙が…。２日目も神戸の街を満喫
し、老舗のとけいやで昼食。冷しゃぶ御膳を頂いてからのすき焼き。贅沢な昼
食となりました。２日間とも、神戸の街を散策でしたが、卒会者お二人も楽し
んでおられ、有意義な研修旅行となりました。　　　　　　　 　（松田順次）

総務委員会

政治行政委員会

ビジネス経営委員会

広報委員会

中央会発掘委員会

地域活性委員会

研修旅行レポート研修旅行レポート

【優勝（96kg→86kg 結果－10kg）：石田副委員長】
　ダイエット法は、主食（パン・ご飯・麺類）を抜き、タンパク質（肉・魚）を
増やしました。飲んだ後の締めのラーメンを回避するのが苦しかったで
す。何事も習慣化が大切です。今後は糖質制限を緩くして筋肉を付けた
いです。目標は70kg台。

【第２位（93kg→89kg 結果－4kg）：橋本会員】
　企画当初から体重は順調に増え７月上旬には96kgになりました。７
／４からラストスパートをかけ、一気に７kgの減量に成功しました。ダ
イエット法は「スーパー糖制限ダイエット」です。スイーツ大好きでした
が誘惑にも負けず頑張りました。今後は少しずつ減量したいです。

【第３位（96kg→101kg 結果＋5kg）：森下会員】
　自炊で１年間挑戦いたしましたが、体重96kgから101kgに見事、成長
致しました。
　どうも成長した原因は、料理の腕が良かったのか、ただ栄養が偏った
だけかはわかりませんが、このダイエット法は私には合わないことがわ
かりました。



　今期のハンサムでは会員 、中央会の魅力発信をテーマ
に取り組んで参りました。
　深く知る事ができたでしょうか。改めて思うのですが、
広報委員会は会員や会の魅力を知り発信する素晴らしい
活動をしていると感じました。この活動は会社にも活か
せると思います。最後になりますが、１年間取材にご協力
頂きました全会員、OB会員の皆様に感謝申し上げます。

　　　　　　　　　　（広報委員会  委員長 権田和志）

編集後記

　ＯＢ会員です。福岡大学４年
生の時、少林寺拳法九州大会で
優勝経験もあるそうです。
　力強い眼差しが、今後のビジ
ネスの成功を予感させていま
す。

答えは下をCheck！！

【この人はだれだ！？答え  土井ＯＢ会長】

この人はだれだ！？
会員当てクイズ

この人はだれだ！？

　平成28年４月25日（月）、日本遺産に「地蔵信仰が育んだ日本最
大の大山牛馬市」が認定を受けました。県内では国宝「投入堂」が
ある三朝町に続いて２例目で、申請したのは大山・伯耆・江府３町
と米子市です。
　大山の牛馬市、日本遺産とはなにか？を調べました。

【日本遺産とは】
　地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るス
トーリーを「日本遺産」として文化庁が認定するものです。

【大山牛馬市とは】　
　大山寺の地蔵菩薩には古くから多くの人が参拝して、西日本各
地から人が集まりました。牛馬市は、平安時代に牛馬の守護神の
いる山だと言われ、全国から牛や馬を引き連れて参拝する人が来
たのが始まりです。その後、鎌倉時代以降、次第に牛や馬を売り買
いする人が増え、江戸時代になると大山寺の庇護のもと、牛や馬
を売買する市ができ、福島の「白河馬市」、広島の「久井牛市」と並
ぶ日本３大牛馬市の１つとして知られました。そして明治中頃に
は年間１万頭以上の牛と馬が売買される、国内最大の市になるほ
ど栄えました。その後、昭和12年頃まで市は続いたと言われてい

　お父さんに似て襟足が長いで
すね（剛毛）。もうそろそろ散髪
かな。（生後２週間だけど・・）
　人と人を結び、たくさんの人
から「ありがとう」と感謝される
大人に成長してね。

　陣痛促進剤を使って３日間、
死闘の末、第一子の男の子を出
産しました。人に優しくできる、
そして優しさの中に優れた判断
のできる人になってほしいとい
う願いを込め決めました。宜し
くお願いいたします。

権田 結
ゆ う せ い

成ちゃん
（権田委員長　第１子）
平成28年４月24日生まれ

増井 　優
ゆ う

ちゃん
（蓼本満梨子会員　第１子）

平成28年５月８日生まれ

お誕生おめでとうお誕生おめでとう

７月役員会報告

　７月新旧役員会が平成28年７月１日（金）ホテルサンルー

ト米子にて開催されました。主な議題は以下の通りです。

　・６月例会報告の件・総会・卒会式、懇親会開催の件

　・８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。

総会・卒会式、懇親会開催案内

と　き：平成28年７月15日（金）17：30〜21：30　

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41期総務委員会・第42期総務委員会

ます。
　その当時の牛馬市は牛の売り買いや屋台で賑わい、全国各地か
らたくさんのお客さんが集まったそうです。大山を目指し、多く
の参拝者や牛馬の往来でにぎわった大山道には、石畳道や宿場の
町並み、農村の景観がまだ残り、「大山おこわ」などの食文化など
独自の文化が息づいています。大山寺には宝牛といわれる像があ
り、牛をなでると願いが叶うという牛の像があります。

【まとめ】
　開山1300年を迎える大山エリアの日本遺産認定は、国内外に大
山の「魅力を発信」する大きな武器となります。この「熱」を機に大
山周辺の魅力を深く「発掘」し、「地域に発信」する取り組みを行え
ば、「地方創生」へ繋がるのではないでしょうか。一過性に終わら
せるのではなく、人と人を繋げる「糸」のように伝播させ、「地域活
性」へと繋げれば、「ビジネスアスリート」としての「未来へ繋ぐ」
地域貢献ができると思います。

（記事：広報委員会 委員長 権田和志）

日本遺産「地蔵信仰が育んだ
　　　　　　日本最大の大山牛馬市」って何？

権ちゃんの調べてみました！！～最終回～

　予定日より１週間早く生ま
れ、出生時は2,390ｇと小さかっ
たのですが、1 ヶ月が経ち、体重
も3,000ｇを超えて色々な意味
で重みを実感しつつあります。
　生まれてきてくれて感謝！そ
して妻にも感謝！の毎日です！

梅原 真
ま

織
お り

ちゃん
（梅原雅明会員　第１子）
平成28年５月12日生まれ


