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10月例会開催 ～企業の未来を見据えた事業計画～10月例会開催10月例会開催
　10月15日（火）、
ふれいあいの里
にて政治経営委
員会担当の10月
例会が開催され
た。冒頭の山口会
長の挨拶では台
風19号で被害に
遭われた方々へ
のお見舞いの言

葉の後、ラグビーのワールドカップの話
題に触れられ、日本代表選手の行動を例に
小さな積み重ねが大事であること、例会で
学んだ内容をしっかり持ち帰って会社を
良くするサイクルを築いてほしい旨を述
べられた。続いて、３名の新入会員に会長

からバッジが授与され各々が自己紹介と
抱負を語り終えると、先月から続く慶事と
して住委員長に第二子誕生の出産祝いが
贈られた。
　今月の委員長タイ
ムでは、住委員長が
自身の職業である弁
護士を題材に話をさ
れた。仕事内容の紹
介のほか、司法試験
に合格すれば弁護士

になれるのではなく、司法修習という教育
を一年間受け、司法修習生考試という試験
に合格する必要があることなども説明さ
れた。
　本例会は株式
会社ＭＡＰ経営
の山脇渉氏を講
師に招き、「明確
な事業計画の立
案から具体的な
ＰＤＣＡサイク
ルへ」を演目と
する第１部の講
演、第２部のパネルディスカッションか
ら成る２部構成で開催された。
　第１部では、昨今の不安定で厳しい環境
の下で勝ち抜くためには経営計画（事業計
画）が重要であること、またその一方で計
画をつくる時間がない、つくってもその
通りにいかないという声があることに対
しては、経営者は目先のことではなく、緊
急性のない将来のことにこそ時間を割く

べきであり、また、計画通りにならないか
らこそ、計画をつくって現実と目標との差
異を分析し、課題を明確にすべきだと山脇
氏は述べられた。

　第２部では事業
計画作成に関して
抱く疑問などを進
行役の中西会員が
山脇氏に投げかけ、
回答や助言をいた
だいた。計画をどう
やって活用するべ
きか？の問いには、

ロケットが月に到着できた成果に因む「ロ
ケット理論」を自身のダイエットに活用し
た例を引き合いに説明された。明確な目標
（体重）を定め、達成方法を具体化して行動
サイクルを決め、徹底した達成管理によっ
て計画とのズレに即座に対応することで
達成できたとのことである。

　山脇氏が繰り返し言われたのは、経営計
画の目標を社員と共有して、達成方法な
どをボトムアップであげてもらうことが
望ましく、また、誰かが幸せになるストー
リーが鏤められていると素晴らしい計画
ができるとのことであったが、ぜひとも
会員各自、自社に持ち帰って、よりよい会
社経営に役立てたいものである。

　　　　　　（記事：濵田）

10 月 例 会 を 終 え て
　政治経営委員会　松田順次委員長

（合同印刷㈱　取締役社長室室長）

　10月例会へのご参加ありがとうございました。本例会は株式会社MAP経営でコンサルタントをされ
ている山脇渉氏をお招きし、企業が成長していくための具体的な事業計画の必要性について学ぶ機会と
しました。第１部の講演では、山脇氏に事業計画の必要性、作成する意義などを解りやすくご講演いた
だき、第２部ではディスカッション形式で事前に委員会内で実施したアンケート結果をもとにディス
カッションを行い、身近な内容でより事業計画の必要性についてご説明いただきました。
　短い時間での講演でしたが、参加された会員皆様にとって気づきや学ぶ部分があり、少しでも所属企
業に持ち帰っていただき、今後の企業の成長に役立てていただければと思います。
　例会の準備にあたり、なかなかスムーズにいかない部分もありましたが、委員会メンバーが意見を出

し合うことで結果として良い例会となり、自分自身も多くを学ぶことが出来ました。ありがとうございます。
　次の担当例会でも、所属企業に持ち帰っていただける学びのある例会となるよう委員会メンバーと準備をしていきますので
今後ともよろしくお願いします。



11月例会に向けて11月例会に向けて 継続準備委員会　石田倫章委員長
（ウィルビイ㈱ 管理課 課長）

　中海テレビ杯が10月13日（日）から行われた。今回の対戦相
手は2年前にノーヒットノーランをされかけた強敵『強心忍会』。
TSCの攻撃から開始し、いきなり先頭打者の松田（幸）参与が四
球で出塁。ここで期待の新人景山会員が右中間二塁打を打ち、松
田参与が一塁から一気にホームへ。間一髪でセーフになり初回
から先制点。流れは一気にTSCへ傾き3点を先制。守りは監督も
務める竹ノ内参与自ら先発する。見事に相手を翻弄し3回2失点
の好投。5回に逆転を許したが、なんとまさかの西田副会長が
フェンス直撃の二塁打。そのままの流れで同点に追いつきタイ
ブレークへ。表の攻撃で2点を先制し、投手の景山会員が0点に
抑え見事8－6で勝利した。
　続いて第2回戦は20日（日）にリベリオンをむかえ試合が開始
した。1回表にランナー 2人を置いて副キャプテンの永井会員
が先制のスリーランホームランを放ち先制した。先発を竹ノ内
参与が務め4回途中まで2点に抑える好投を見せ景山会員に継投
した。その後も緊迫した試合となり、最終回に2点を取られ4対
4に追いつかれ2
試合連続でタイブ
レークに突入。表
の攻撃で4点を取
りその裏の相手の
攻撃を1点に抑え
8－5で見事勝利
した。
　次回は11月17
日（日）に準決勝・
決勝が行われる。

　継続準備委員会では、お地蔵さまプロジェクトが今後、当会の継続事業として継続していくため
の活動を行っていきます。お地蔵さまプロジェクトとは、大山とお地蔵さまを通じて地元の子供
達の心の成長に関わっていく事を目的としたプロジェクトです。毎年春に開催しているお地蔵さ
まフェスティバルはその一環です。
　11月例会は同じくお地蔵さまプロジェクトの一環として、大山の地に会員とそのご家族で直接
足を運び、大山とお地蔵さまについて学ぶ例会と致します。
　来年5月に開催予定の第5回お地蔵さまフェスティバルの前に、会員とそのご家族の皆様には改
めて大山とお地蔵さまについて知って頂く事で、お地蔵さまプロジェクトへのさらなる理解を得
られれば幸いと考えております。

日曜午前中からの開催となるためご参加が厳しい面もあるかとは思いますが、当会が今後継続事業として扱っていく核の
部分に触れる例会となりますので、皆様のご参加をお待ちしております。

　弊社は、鳥取県唯一の村である日吉津村にて、きのこの製造・販
売を行っています。ハウスでの菌床栽培ですが、しっかりと温度、
湿度、Co2などを管理しながら、大山の伏流水を使って育てるき
のこは、地元スーパーなどで手軽に購入する事ができます。
　弊社では、「しいたけ」の栽培からスタートしましたが、現在「き
くらげ」の生産に力を入れています。もともと国内流通の９割以
上が海外からの乾燥したものしかなかった「きくらげ」ですので、
国産という希少性の上、乾燥させていない「生」のきくらげを出
荷することができます。試食などを行っても、「ものすごく美味
しい！こんな食感だと思わなかった」などの驚きの声を多く聞き
ます。
　私は、「きくらげ」そのもの
の販路拡大のほか、「きくら
げ」をもとにしたデザート、

「森くらげ化粧品シリーズ」
などを開発し、取引先開拓を
行っています。アグリフー
ドEXPOなどの展示会でも、
美味しい！面白い！と好評
をいただいております。
　今後は、「きくらげ」の本場である台湾や中国への海外展開も視
野に販路開拓を行っていきます！

　皆様こんにちは、広報委員会です！渡邉委員長率いる広報委
員会は卒会予定者4名を含める総勢19名で活動しております。
主な活動内容として中央会ホームページの管理運営を行いより
効果的な情報発信を考察すること、いま皆様に読んでいただい
ている広報誌『ハンサム』『雄飛』の発行を通じて会の広報活動
を行うことです。特にハンサムは毎月発行しておりますので、
委員会メンバー全員でアイデアを振り絞りながら記事を作成し
ております。取材で皆様のところにお邪魔する際には温かく迎
えて下さい。
　また来月開催の12月例会を担当します。一年の締め括りに
相応しい例会にするため、委員会では活発な意見が飛び交って
おりますのでご期待ください！！例会後は忘年懇親会も企画し

ておりますのでこちらも皆様のご参加お待ちしております。
　最後になりますが、渡邉委員長が掲げられた今期のテーマ
『BLOOM』～伝える力～の通り、会外に中央会の魅力を伝えて
いくため皆で精一杯活動していきますのでよろしくお願いしま
す！！

委員会紹介委員会紹介広報委員会委員会紹介委員会紹介

副委員長　下村英一（山陰建設サービス㈱  係長）副委員長　下村英一（山陰建設サービス㈱  係長）

my グッジョブ！！
白井知弘

（㈱伯耆のきのこ 営業・総務課長）

中海テレビ放送杯 安藤睦男
（山陰フェンス工業㈲ 営業）



　10月6日に米子産業体育館駐車場に
て第12回米子ケヤキ通り祭りが開催さ
れました。今年は「KEYAKI FOR ALL，
ALL FOR KEYAKI ！」“ケヤキはみん
なのために、みんなはケヤキのために！”
のスローガンのもと盛りだくさんの内容
で行われました。当会会員の永井会員が
ボランティア部門リーダーとして、権田

　皆さんこんにちは、政治経営委員会
の堀尾裕之です。これまで楽しみに読
ませてもらってきたこの企画、とうと
う自分が書かせてもらう番になりまし
た。6年間にわたる中央会生活を振り
返ることで、ラストイヤーに突入して
4か月が経ちますが、これまでで一番
卒会を意識しています。
　7月の新旧役員会、目いっぱいに緊

張した自己紹介でスタートした中央会活動ですが、入会してか
ら多くの方と交流させていただくことができました。これまで
一緒に過ごした委員会メンバーはもちろん、新入会員で新年例
会アトラクションを披露した仲間、同期卒会する20会に、昨年
度は県出向役員の皆や東部、中部の会員とも深い交流をさせて
もらいました。これらを通じてたくさんの刺激をもらい、私に
とって中央会は人としての幅を広げてもらった場であったと思
います。入会していなければこのような機会はまずなかったで
しょうし、会の魅力も理解することのないまま過ごしていたこ
とでしょう。現役会員の皆さん、忙しい時や大変だなと感じる
こともあろうかとは思いますが、自分磨きのためにも参加して
もらえればと思います。
　最後になりますが、残りの中央会生活もしっかりと送ってま
いりますので、引き続きよろしくお願いします。

　卒会まで早いものであと8カ月とな
りました。入会して約6年間の在籍に
なりますが本当にあっという間でし
た。その中で委員長、副会長という重要
な役職に就かせて頂き、非常にいい経
験をさせて頂いたと感謝しています。
「立場は人を作る」と言いますが、色々
な立場を経験して人は成長していくと
中央会の活動を通じて改めて感じまし

た。中央会のいいところは毎年役員が変わり、委員会が変わり、
立場が替わることだと思います。我々が所属する会社で、毎年毎
年、社長が替わったり、上司と部下が替わること等ないと思いま
すが、中央会ではこの経験が出来てしまいます。委員長として
リーダーシップを発揮することも大切ではあると思いますが、
むしろサポートする側の経験のほうが重要であると思います。
我々は会社の中ではリーダーとして活躍する人達の集まりだか
らこそ、部下の立場、気持ちを考えるよい経験になるのではない
かと思います。卒会者から愛を込めて伝えたいこと、それは中央
会の中では必ず役が与えられます。その役がなぜ自分に与えら
れたのか？自分は何を期待されているか？を考え、自分の役割
をしっかりと全うし、楽しみながら中央会生活を送ってほしい
と思います。

卒会者より愛を込めて卒会者より愛を込めて卒会者より愛を込めて
　堀尾裕之（米子信用金庫 総合企画部　総合企画課長） 　橋本真和（美保テクノス㈱ 基礎技術事業所長） 

　令和元年10月3日、スマイルホテルを会場にてＯＢ交流会が開
催されました。土井ＯＢ会長は開会の挨拶で「大人の会 ・大人の
お話 ・大人になるために」というＯＢ会のキーワードで会場の笑
いを誘いました。その後、ＯＢの入会審査を行うために現役会員

と新入会員候補者は退室を求められ、場外で緊張の128秒間を過ご
しました。内田和也ＯＢ・三輪龍介ＯＢ・上田康文ＯＢ・山口早苗
ＯＢ・上村卓弘ＯＢ・本田繁ＯＢ・生田育永ＯＢ・森下知紀ＯＢの8
名がＯＢ会入会を承認され、足立統一郎ＯＢの乾杯で華やかな祝
宴がスタートし懇親を深めました。

（記事：内田）

ＯＢ交流会開催ＯＢ交流会開催

会員が飲食部門リーダーとして運営に携
わっています。
　12時からスタートし、縁日屋台 、フー
ド屋台にはたくさんの人出で活気にあふ
れ、14時からのゲームイベントには大
人から小学生まで幅広い年齢層が参加さ
れていました。特設ステージでは福米中
学校吹奏楽部による演奏会やダンスイベ

ント 、境港荒神会大漁太鼓の勇壮で情熱
的な演奏が行われました。日没に合わせ
て恒例のケヤキキャンドル一斉点灯が行
われ、「令和のわ」を
テ ー マ に7,000個
のキャンドルが会場
を幻想的に彩りまし
た。川原会員と取材
中 、権田会員のはか
らいでボランティア
として祭りに参加さ
せていただきました。スタッフの皆さん
やお客さんのはじける笑顔に触れ、改め
て地域に根差したパワフルな祭りだと感
じました。　　　　　　　　（記事：高見）

お 検り祭 隊探 ～第12回米子ケヤキ通り祭り～



　皆さんは「食べること」はお好きです
か？私は生きるために食べているので
はなく、どちらかというと美味しく何
かを食べるために生きています。
　この本はちょうど20年前に出逢った
本。まだまだ親に飯を食わせてもらっ
ている頃に感銘を受けた本です。それ
から20年。自分で稼いで食べる飯、家
族と、仲間と食べる飯はまた違った想
いを運んでくれています。そんな今だ
からこそ、この本を通して歴史も文化
も異にする「食」の世界へと旅をしたくなります。飽食の国、日
本に生まれたからこそ知らなかった世界、逆にだからこそ感じる
濃密な衝撃があるはずです。
　読み終えたあと、きっと昨日までとは違った「いただきます」
と「ごちそうさま」を感じることでしょう。

　令和時代に入り、日本各地で今まで経験した事のない自然
災害が多発しています。皆様の危機管理意識は如何でしょう
か？この辛い経験を活かし、二度と同じ様な被害が出ないよ
う、後世に残していきたいものです。

　　　　　　       　　　　   （広報委員会  武田　希）

編集後記

11月役員会報告

役職変更のお知らせ

　令和元年11月1日（金）米子市文化ホール 研修室1にて11月役
員会が開催されました。議題は以下の通りです。
　・10月例会開催報告の件
　・11月例会開催の件
　・12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確認下さい。

高塚康治 会員

　（旧）株式会社富士オートメーション　取締役副社長

　（新）株式会社富士オートメーション　代表取締役社長

福山輝展 会員

　（旧）日産プリンス鳥取販売株式会社　米子店営業課　課長

　（新）日産プリンス鳥取販売株式会社　米子二本木店　店長

お手数ですが会員手帳の修正をお願いします。

〈
新
入
会
員
〉

〈コメント〉はじめまして、一般社団法人EGGの大野貴博と申します。東
京生まれ大阪育ちで、鳥取市で学生時代を過ごしました。米子に来て１年
程度なので、いろいろとこの街のことを知りたいと考えています。よろし
くお願いします。

（
総
務
委
員
会
）

R01.10（R01年度）入会

（推薦者）恵比木（健）
高下（寛）
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　博
ひろ

 Ｏ型 
一般社団法人EGG 総務課長

総務全般・子会社経営補佐

〒683-0805 米子市西福原4-11-31

ＴＥＬ 36-8881　ＦＡＸ 36-8882　

〈コメント〉弊社㈲いけまつ環境は、米子市にて一般廃棄物収集運搬業を
通し、環境保全に努めてまいりました。今後もさらなる地元貢献が出来るよ
う、青年中央会に所属される皆様にご指導賜れましたら幸いと存じます。

（
広
報
委
員
会
）

R01.10（R01年度）入会

（推薦者）松井（淳）
松田（幸）
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 Ａ型 
㈲いけまつ環境 代表取締役
一般廃棄物収集運搬 、産業廃棄物収集運搬 、配管洗浄 、貯
水槽清掃 、コインランドリー、リースキン米子（米子 、東神
戸エリア）、飲食業

〒683-0805 米子市西福原5-3-51
ＴＥＬ 22-7627　ＦＡＸ 32-4391　

〈コメント〉この度中央会に入会させて頂きました景山と申します。まだ
まだ未熟な点も多く皆様にご迷惑をお掛けすることもあるかと思います
が、一日でも早く皆様方から多くのことを学び、地域の発展及び中小企業
の発展に貢献できるよう精進してまいりますので何卒よろしくお願いいた
します。

（
地
域
ビ
ジ
ョ
ン
委
員
会
）

R01.10（R01年度）入会

（推薦者）竹ノ内（賢）
（推薦者）恵比木（健）

景
かげ

　山
やま

　貴
たか

　司
し

 Ａ型 
㈱カミナリ 広告プランナー

HP制作・総合広告代理店

〒683-0804 米子市米原6-1-14

ＴＥＬ 31-3548　ＦＡＸ 21-7548　

会長連載会長連載

道なき道を道なき道を
第45期 会長　山口尚文

～おすすめ書籍の紹介～考読
一原 亮介（大樹生命保険㈱  米子営業部  営業部長）

　力強く生きてほしいと願いを
こめて名前を決めました。3,490
ｇと割と大きく生まれ、1か月経
ちお兄ちゃんと一緒にすくすく
成長しています。元気に生まれて
来てくれたことに感謝です。

　９月23日 、第２子二女「住ひま
り」が誕生しました。台風の中 、
負けずに生まれた元気な子です。
　二女の出生を糧により一層 、
子育て、中央会活動 、仕事を全力
で取り組んで参りたいと思いま
す。

木嶋 蓮
れ ん

都
と

くん
2019年９月６日生まれ

（木嶋康之会員 第２子）

住ひまりちゃん
2019年９月23日生まれ

（住 真介会員 第２子）

　働き手不足を叫ばれる昨今ですが、皆さんの企業ではどの
ように人材の確保をされていますか？弊社でも人材の確保
に苦戦しております。しかも最近では、新たに入社して来ら
れる方の大半が、私の知り合いという状況です。私は、もと
もと町内行事・子供の学校行事・ハンドボールの集まり等、
積極的に顔を出すようにしていました。何かを期待していた
訳ではありませんが、結果的にそこで出来た繋がりに助けら
れています。
　結果から見ると、労働条件の向上・多様な働き方が可能な
仕組み作りなどと並行して、これまで以上に経営者の人と
なりを地域の方々に知っていただく機会を積極的に作るこ
とも人材確保に必要になっているのかもしれないと感じて
います。

HELLO♡BABYHELLO♡BABY


