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10月例会開催
10月例会開催 ～生産性向上とは～
「香港でのビジネスチャンス」
第43期 生 産 性
向上委員会の担
当 す る10月 例 会
が10月16日（ 月 ）
ヴィレステひえ
づにおいて開催
された。開会にあ
たり三輪会長よ
り鳥取県中小企
業団体中央会の企画で、香港視察研修され
た時の様子や日本企業の進出状況、来日観
光客の多さ等、意外にも密接な関係にある
香港にビジネスチャンスが有るのではな
いかと語られた。そして選挙への会の関わ
りについても改めて述べられた。

「お祝い」
会長挨拶後、新入会員バッジ授与が行
われ貝森正教会員
（LOOP’S米子打設
代表）が新たに我々の
仲間に加わった。やや
緊張した面持ちで「頑
張って会の活動をし
ていきたい」と抱負を
述べた。そして野口健
太郎会員に第三子の
男の子が誕生し、会か
らお祝いが手渡され
た。野口会員は嬉しそ
うな面持ちで、
「 私に
似 て イ ケ メ ン！！ こ

～生産性向上とは～

れからも会の活動、公私ともに頑張ってい
きたい」
とお礼を述べた。

「是非、
私にお任せを！」
続いて第43期政治
行政委員会橋本委員
長による委員長タイ
ム が 行 わ れ た。
「～ 大
切な住まいを守るた
めに～」をタイトルと
した住宅に係る法令
や良い地盤の見分け方等について説明が
有り、最後に自信あふれる口調で「土地に
対するデーターを10000件以上持ってい
る。新築を建てられる時や土地を探される
時は是非、私に相談して欲しい！」と述べ
られた。

させ利益拡大や顧客満足の向上を目指し
続ける。結果、従業員の所得が増加し人を
豊かに成長させる」
と説明した。
続いて第２部では、
「 高付加価値を生み
出し、労働生産性を向上させた」県内外企
業の事例を高井県出向理事・野口健太郎会
員・安達信彦会員が、取り組み方について
紹介された。

「付加価値を増やし生産性向上」
例会は、生産性を向上する為の基礎知識
について説明、そして
既に生産性向上を導
入している企業の事
例を紹介する２部構
成で行われ学ぶ事の
多い内容となった。
第１部は、
「 生産性
向上の目的、意義及び
用語の定義説明」と題
し、向井会員が解説を
行った。その中で「生
産性向上は、企業や従
業員の本来の実力を
引き出し、企業を成長

10 月 例 会 を 終 え て

最後に生産性向上委員会山口担当副会
長より
「７月から３ヶ月間の短い期間でし
たが、自分達も勉強しながら時にはヒアリ
ングを行い準備を進
め て き ま し た。こ の
例会を通じて生産性
向上とはなにかを感
じ取ってもらいたい
と 思 い ま す。そ し て
本日記入頂いたアン
ケートを基に３月の
担当例会に向け準備
をしていきたい」と例会のまとめと抱負を
述べ、
締めくくった。
（記事：石原 効）

生産性向上委員会

西田裕志 委員長

（山陰酸素工業㈱ 営業本部 技術部 供給グループ メディカルチーム 課長）

今回の例会は、生産性向上の基礎知識を学び既に対策を施している企業の活動を知ってもらい、会員企
業において危機感を持って対策を考えて頂くためのきっかけづくりとして企画しました。第一部では「生産性向
上の目的 、意義及び用語定義の説明」
として労働生産性及び付加価値等についての説明や生産性向上が
必要となる時代背景や、労働生産性を向上させるには何をするべきか、何の目的で行うのかを中心に説明を
行いました。第二部では「生産性向上における導入事例紹介」
として、すでに導入して結果を出している様々
な業種・規模で導入に至った経緯と、どこにポイントを置いて取組んでいるのか、メリットだけではなくデメリット
も紹介し会員の皆さまが生産性向上の対策に取組む上で参考となる事例を紹介しました。
難しい内容で、しかも一方的に説明する企画でしたので、会員の皆さんが退屈にならないか不安な面があ
りましたが、委員会メンバー全員で協議しながら資料を作った結果 、生産性向上について取組む上でのポイントをしっかり伝えること
が出来たと思います。また例会時にアンケート記入にご協力頂き感謝申し上げます。 次回の例会ではこの結果を活かし、会員の皆さ
んが生産性向上の取組みをより実践して頂けるようしっかり活動していきます！
！10月例会にご参加して頂きありがとうございました。

委員会報告

～政治行政委員会～

10月10日（火）米子市公会堂に於いて開催された政治行政委
員会に訪問させて頂きました。
「自分のしたかった思い通りの例会が出来た」と前月担当例
会振りかえりと２月担当
例会に向け思いを語られ
た橋本委員長の挨拶で委
員会は始まりました。ス
ムーズな進行のもと行わ
れた役員会報告では、鋭
い質問や意見を多くの会
員が発言する姿が印象的

でした。
続いて９月担当
例会の反省では、
良い例会だったと
振り返りながらも
様々な角度から反
省点も上がり、次
の２月例会に向け
て皆で作り上げていこうという団結力を感じました。
「全員で学んで臨んでいきたい」と橋本委員長の思いの詰
まった２月の政治行政委員会担当例会、楽しみにしています！
政治行政委員会の皆様 、ありがとうございました。
（記事：戸田）

人財・組織活性委員会

11月例会に向けて

永井拓未委員長
（㈱クラム

営業部長）

11月例会では組織活性化の一手段として運動会を企画しています。競技種目には、個性の相互把握 、
チームメンバーへの気遣い、リーダーシップの醸成など組織活性化を狙った種目を多数ご用意しておりま
す。運動会ではチームのために役に立つこと、勝利に貢献することなどを自然に意識するため、組織の一
体感が高まります。
競技に出場する選手は自己のベストを尽くし、出場しない人はチームの勝利のために適切なアドバイス
を送り応援する。チーム（組織）全体が勝利という目標に向かって全ての立場の人が貢献する。それは会社
という組織においても目指すべき姿ではないでしょうか。
楽しく熱い、本気の委員会対抗運動会です。ぜひご出席をお願い致します。
食店を中心に販売しております。次亜塩素酸水とは、高い除菌効
果と安全性を兼ね備えた高性能除菌水です。
課長） 非常に高品質な次亜塩素酸水を生成できる大山の企業と連携し、
弊社向けに特別調整された物を仕入れております。
弊社 、ウィルビイ株式会社は、以前より取り扱っておりました
LED照明 、環境衛生用品に加えまして、縁あって昨年９月より土 【土木・建築業務…窓１枚 、ドア１枚から】
リフォームや建て替えなど大規模な事もできますが、弊社は特
木・建築事業を手掛けております。
に『どこに依頼すればよいかもわからない』など、住宅・建物のお
【ＬＥＤ照明販売…業務用ＬＥＤに特化！空間ごと省エネ照明を 困り事を主にお引き受けいたします。
家のドア 、窓 、水周り、壁 、塀や駐車場整備など、細事からご相
ご提案】
ＬＥＤ照明の長寿命・省電力という性質は、多数設置・長時間照 談いただけます。
明をする事が必要な店舗や事務所 、作業場や駐車場 、看板などに
事 業 拡 大 に 伴 い、
非常にマッチしており、照明を替えるだけで労せず会社の経費削
中 央 会・中 央 会 Ｏ Ｂ
減が可能です。
弊社はこのような用途の業務用ＬＥＤ照明に特化したご提案で の皆様にご協力いた
だく機会も増えてお
お客様からご好評いただいております。
り、大 変 感 謝 し て お
【環境衛生用品販売…地元・大山で生成される薬品不使用の高性能 ります。今後ともよ
ろしくお願い申し上
除菌水】
水と精製塩のみを原材料とする次亜塩素酸水を、老健施設や飲 げます。

燃えよ龍
石田 倫章
我が社の経営力 （ウィルビイ㈱

LOVE
LOVE

中央会

～中央会をふりかえって～

倉光史郎（住友生命保険相互会社 倉吉中央支部 支部長）
早いもので卒会まであ
と１年を切りました。入会
させていただいた時のこ
とを、つい最近のように感
じます。前任者から引き継
いでの入会でしたが、鳥取
への転勤なども重なり、仕
事の都合でなかなか出席

できない日もあり、周囲の方々には本当にご迷惑をおかけした
ことと思います。
そういう意味では、
決して
「優等生」
ではありま
せんでしたが、
委員会・例会・アトラクションなどを通じて、
「中
央会ならでは」
の経験をたくさんさせていただき、
感謝の一言に
尽きると思います。
野球部においても大変お世話になりました。小学校～中学
校～高校～大学～社会人、そして中央会でも。気持ちと体力の
ギャップに戸惑いつつも、晩年は
「気持ち」だけでプレーしてい
たように思いますが、
とても楽しい時間でした。
これからも人と人とのつながりを大切にしながら、また中央
会で学ばせていただいたすべてのことを活かしていきたいと
思っています。

ＯＢ訪問 谷口弘毅ＯＢ

（第38期ご卒会）

米子の街の建築屋 谷口建築

米子市西福原6-7-34 ℡57-5884

【ブログ】https://ameblo.jp/tanigutikentiku/『米子 谷口建築』で検索
今回のＯＢ訪問
は谷口建築の谷口
弘 毅 Ｏ Ｂ で す。ウ ッ
ディーな事務所にお
邪魔して現在のお仕
事や中央会現役当時
の思い出などお聞き
しました。
−まずは現在のお仕
事について教えてく
ださい。
「建築の仕事をしており住宅のリフォームを中心にいろいろ
やっています。ここで子どもたちと一緒に木工教室もしていま
すよ。その様子や施工事例なども毎日ブログに載せているので
よかったら覗いてみてください（笑）」
−中央会現役当時の思い出は？

ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 リブランドオープン
石井 美佳

（㈱ホテルマネージメント米子（ＡＮＡクラウンプラザホテル米子）営業部 営業課 主任）

10月１日
（日）
、ANAクラウンプラザホテル米子としてリブランド
オープンいたしました。
クラウンプラザは現在 、世界60以上の国と地域に410ホテルを展開
し、さらに85ホテルを開発中です。米子は国内19軒目 、中国地方では
４軒目のクラウンプラザホテルとなります。
この度リブランドにあたり、開業以来最大のリニューアル 、客室全
室・２つのレストラン・宴会場の改装 、新たに宿泊者専用フィットネ
スルーム 、ビジネスセンターの新設をいたしました。最大の魅力は、
快眠プログラム
「スリープ・アドバンテージ」等ANAクラウンプラザ
ホテル共通のサービスです。
クラウンプラザホテルのグローバルスタンダードを導入すること
で、施設とサービスの向上を実現し、さらに2003年の開業以来14年に
渡り築いたANAホテルとしての経験と信頼をもとに、国内外のお客
様により快適で高品質なサービスを提供
してまいります。
このように無事リブランドオープンで
きましたのも、皆様のご支援の賜物と心か
ら感謝しております。今後も従業員一丸と
なって、皆様に愛されるホテルとなります
よう業務に邁進する所存です。今後とも
いっそうお引き立てを賜りますよう宜し
くお願い申し上げます。
10月１日のオープニングレセプションへ三輪
会長にご出席いたただきました。ありがとうござ
います。

Motto

教えて

安藤 睦男（山陰フェンス工業㈲）

私は米子市淀江町に生まれ、高校卒業後上京しました。大学
では硬式野球部に所属しており４年間寮生活を送りました。野
球部というと厳しいイメージがありましたが、私の大学時代
もまだまだ厳しい環境でした。１年生は先輩の身の回りのお
世話や約100人分の食事を毎日作ったり、時には夜遅くまで
マッサージをしたりと今の時代では考えられないような生活
を送っておりました。今思うと４年間大変でしたが、全国に仲
間もでき、この環境があったからこそ今の自分があると思いま

「委員長を経験しましたが当時はとにかく辛かったです（笑）。
個性的なメンバーばかりでまとめていくのが大変でしたね。で
も、大変だったからこそ同じ思いを共有した仲間とは今でも付
き合いが続いているし、
振り返るとよい経験だったと思います」
−現役会員へメッセージをお願いします。
「利害関係のない人たちが集まって、
その中でどうやって自分
が動いたり他人を動かしていくか。ふだん経験できないことを
経験させてもらいました。入会当初は人前で話すことも苦手で
したが、
おかげさまで、
少し前に娘の学校のＰＴＡ会長をやらせ
てもらった時はずいぶん余裕ができました
（笑）
。今の仕事も中
央会に入っていなければ続いていなかったと思っています。他
では経験できないような素晴らしい会だと思いますので現役の
皆さんも是非頑張ってください」
取材中、終始笑顔で優しくお話される様子が印象的な谷口Ｏ
Ｂでした。
ご協力ありがとうございました。
（記事：小谷）

会員拡大会議開催
平成29年10月23日
（月）
、米子市公会堂にて会員拡大会議
が開催されました。冒頭に山内会員拡大担当理事より「お忙し
い中 、参加いただいているが結果が出ていないので結果につ
ながる活動を共にしていきたい」と挨拶があり緊張感に満ち
た空気の中 、会議が始まりました。各委員長 、拡大担当会員よ
り10月の行動内容と11月の行動目標が発表されました。ま
た、より精度の高い情報にする為 、各委員会の情報を全体で
共有し様々な意見交換が行われました。
期首に掲げた入会目標者数に届かない現状の中 、過去３ヶ
月間動いた経験や反省等の意見を出し合いました。今後の活
動について対象地区企業のリストアップ 、新会社設立の情報
収集 、勧誘方法等を見直す議論がされ「来月も拡大会議を開催
しなければ間に合わないのではないか」
等 、前向きな意見も多
数挙がりました。
43期が始まって３ヶ月余り。残りの９ヶ月弱 、悔いの残ら
ないよう全力で活動していきたいと思います。
（記事：足立 駿）

す。
大学卒業後は、大手旅行代理店で法人向けの営業をしており
ました
（今の仕事とは全く共通点がないですが）
。主には、法人
のインセンティブ旅行、製薬メーカー主催のイベント企画、ス
ポーツ関連の手配の仕事などをやっておりました。その後は医
療機器メーカーに転職し都内の病院、開業医の先生方に営業を
しておりました。
昨年より米子に帰り、実家の稼業をやっております。今まで
の経験を活かせるか分かりませんが、米子にもたくさんの優秀
な経営者・中央会の先輩方がいらっしゃいますので積極的に話
し、
様々な事に挑戦していきたいと思っております。

響け中央会
第43期会長 三輪龍介
皆さん、こんにちは。
だんだんとネタに苦しくなりつつある会長連載３回目
（まだ早い？）でございますが、最近自分にとって響いた
ことに触れてみたいと思います。
先日 、中海テレビ放送杯野球大会に参加した中央会野
球部の試合の応援に行きました。私の野球経験は子供の
頃に遊びでやった程度で、プロ野球などもほとんど観な
いのですが、中央会の仲間が野球を通じて、試合に勝つと
いう目的に向かってひとつになっている姿はとても心に
響きました。野球に限らずチームスポーツは、参加メン
バーが同じ方向に向かって力を合わせていくために参考
にすべきものが、とても多くあると改めて感じました。
中央会活動 、自社においても「中央会野球部のようなチー
ムワーク」を目指したいと思います！

第24回中海テレビ放送杯 野球大会第1回戦
知将・竹ノ内監督率いる中央会野球部 執念のサヨナラ勝利
10月１日（日 ）西伯カントリーパークにて第24回中海テレビ
放送杯 野球大会第１回戦が開催された。西部青年中央会野球
部は対戦相手に「ＢＬＵＥ ＪＡＹＳ」を迎え試合は始まった。
先発投手は永井委員長が務め、２回までの６つのアウトを全
て三振にとり好発進となった。そして２回裏の中央会の攻撃で
は打線が繋がり７点の大量得点を奪った。しかし回が進むにつ
れて次第に点差が縮まり最終回の７回表に８対７と相手に逆転
を許す展開となった。
逆境でも決して諦めないのが中央会野球部。先頭バッターの
松田参与がクリーンヒットで流れをつかみ、一瞬の隙を見逃さ
ず俊足を活かし盗塁成功！内田（和 ）会員はフォアボールを選
びランナー１・２塁のチャンスで西田委員長が同点のタイム
リーヒット！！最後に永井委員長がレフト前ヒットを放ちサヨ
ナラ勝利となった。
応援に駆けつけて熱い声援を送った三輪会長・奥森専務理事
へ勝利をプレゼ
ントすることが
できました。是
非会員の皆様も
球場に足を運ん
でいただき、中
央会野球部の応
援をお願い致し
ます。
（記事：渡邉）

お誕生おめでとう
お誕生おめでとう

野口 湊介くん
（野口健太郎会員 第３子）
平成29年９月３日生まれ

生産性向上委員会の野口
です。平成29年９月３日に第
３子となる男の子が誕生し
ました。
名前は湊介（そうすけ）と
名付けました。無事に産まれ
てきてくれてありがとう。兄
２人に負けぬよう頑張れ！

中央会交響 曲
副会長

松井 淳一

今までの42年間で一番影響を受けたのは、20代後半に
経営コンサルタントとして働いた日々です。業界に長年従
事されておられる社長さんに対して、年齢も若く業界知識
も浅い自分が提案をするのは「答えの無いところに答えを
出す 」作業の連続でした。まるで海水を沸かすかのような
膨大な準備作業、２～３時間睡眠の日々、途方に暮れ思考
停止に陥らないように自己への暗示等、自分という人間の
キャパシティを一気に拡げることが出来る期間となりまし
た。時間が無い中でも「疑いようの無い事実」を「疑いよう
の無い論理 」で展開すれば、業界知識や経験が浅い人間に
でも、それなりの主張が出来ることが身をもって知れたの
は私に大きな影響を与えました。

ＯＢ会員交流会
ＯＢ会員交流会
９月30日（土）
『しゃぶしゃぶ・寿司・和
、
食 海王 』にてＯＢ交流会（新ＯＢ会員認
証式及び歓迎会 ）が盛大に開催されまし
た。
会の冒頭、新ＯＢの挨拶では、お一人、
お一人が熱意ある挨拶を披露され、みご
と満場一致にてＯＢ会員として承認され
ました。
また、長年西部青年中央会の事務局として、会の運営を支え
てこられた足立元米子支所長が改めてＯＢ会員として満場一致
で迎え入れられました。
（記事：生田）

11月役員会報告
平成29年11月１日(水)米子コンベンションセンター第１
会議室にて開催されました。
当日の主な内容は以下のとおりです。
・10月例会報告の件
・11月例会開催の件
・12月例会開催の件
詳細については各委員長にご確認下さい。

11月例会案内
と き：平成29年11月16日（木）19：00〜21：00
ところ：鳥取県立米子産業体育館メインアリーナ
内 容：委員会対抗！大人の本気の運動会
担 当：第43期 人財・組織活性委員会

編集後記
総務・広報委員会10月委員会で講師をお招きし、料理の配膳
マナーについて学びました。新年例会や総会懇親会の担当委員
会として、ＯＢ会員やご来賓の皆さまをおもてなしするにあ
たって大変勉強になったので、１月例会で頑張りたいと思いま
す。
（広報委員会 住 真介）

