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次年度会長決定

　この度、鳥取県西部中小企業青年中央会 第46期会長にご承認いただきました高塚康治です。どうぞよろしく
お願いいたします。
　山口会長からお話を頂戴し、初めて即答できない自分がいました。悩みに悩み、考えお返事いたしましたが、
自分でいいのかという不安と、歴史ある大役の重みを日々感じておりました。そんな中、2月17日臨時総会に
て会員の皆さまからの「異議なし！」の言葉を背中で受けとめ、ふるえ、もうやるしかない、と腹をくくることが
できました。
　平成19年11月に入会し、多くの時間をこの中央会で過ごして参りました。たくさんの先輩方、仲間、後輩と出
会い、多くのことを学び、今の自分があります。
　来期は18名の先輩方が卒会された後の一年となり、大きな変化の年になります。しかし私たちが学んできた
中央会を守り伝え、会員一丸となり、46期も活動して参ります。至らぬ点も多々あるかと存じますが、ご指導
ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたします。
　45期も残り4 ヵ月と終盤に差し掛かり、全会員で山口年度を盛り上げようと考え行動しております。引き続
き皆さまのご協力、ご声援をよろしくお願いいたします。

高塚康治 次年度会長プロフィール
【所属企業・役職】㈱富士オートメーション　代表取締役社長
【入 会 年 度】平成19年度（平成19年11月入会）
【中央会経歴】Ｈ26年度 副委員長／Ｈ28年度 委員長
　　　　　　Ｈ29年度 副会長／Ｈ30年度 専務理事
　　　　　　Ｒ01年度 監事

次年度会長決定

前略　高塚康治 様
　46期会長を決断されたと聞き、大変うれしく思っています。33期に入会され、以来12年、着実に実績を積み、満を持して
の会長に期待するばかりです。思うことを形にすることができる１年間です。大いに悩み考えながら、会長職を楽しむこと
も忘れず健康に留意して西部青年中央会を高塚色に染め抜けるようご祈念いたします。　　　　　草々
　追伸、７月の総会であまり上手に話をすると、「可愛げがない！面白くない！」と言われる先輩もいますのでご注意くださ
いませ。ちなみに私は30秒くらい、真っ白の沈黙をやってしまいました。そんなことも終わってみると良い思い出です。

　高塚次年度会長この度はご承認おめでとうございます。高塚次年度会長とは、私が〇〇委員長時代に副委員長として共に
活動したのが中央会での思い出です。当時の後藤会長からこれまでにない形での委員会運営を任され困惑した事もありま
したが、当時の高塚副委員長のサポートにより１年間乗り越えられた事に今でも感謝しております。
　高塚次年度会長の素晴らしい所は、常に冷静で、的確に処理をこなす、抜群の安定感だと思います。その安定感から周りの
みんなが安心して物事を前に進められると思います、これまでの経験と実績を生かし更なるご活躍をお祈り申し上げます。
そして1年間を通じ、高塚次年度会長のもと西部青年中央会が、ますます輝く組織となるよう心から祈念申し上げます。頑
張れジーコ！

高塚康治次年度会長へお祝いの言葉
第33期会長 中田耕治ＯＢ（㈲中田石材工作所　代表取締役）

第41期副会長 山崎慎也ＯＢ（㈱やまさき　代表取締役）



2月例会開催2月例会開催２月例会開催 ～アクティビティ商品を通して地域の魅力を探る～
　令和2年2月17日、ANAクラウンプラザ
ホテル米子にて2月通常例会が開催され
た。冒頭の山口会長の挨拶では、「45期
も半分を終え、会員各位がそれぞれの立
場を全うできているか自問し、残りの期
間全力でやり切って欲しい。本気で取り
組むことが今後の社業や人生にきっと役
立つ」と述べられた。
　また今月は4名の新入会員を迎えることができた。㈱プラスサ
ポートの狩野会員、㈱石田コーポレーションの俵会員、弁護士法
人会アザレア法律事務所の小原会員、中浦食品㈱の渡部会員の4
名である。それぞれ緊張した面持ちながらもしっかりとした口調
で自己紹介をし、今後に向けた抱負を語った。

　そして連絡事項の中では出産
御祝の報告もあった。中村副会
長に第4子、髙田会員に第2子
が生まれた。両人とも会からの
御祝に感謝しつつ、お子さんの
お話や今後に向けた意気込みを
語った。

　連絡事項の後、第1号議案「次年度
（46期）会長候補指名推薦についての上
程書の件」に対して、秋里直前会長が議
長を務める中、臨時総会が開催された。
山口会長より高塚康治会員が次年度会長
候補として推薦され、そして満場一致で
第1号議案は可決承認された。
　会場設営を挟んだ後に継続準備委員会
の石田委員長の委員長タイムがあり、会

員からよく聞かれるダイエット（106→75kg）
について語った。糖質制限をしつつ、その
分、脂質とタンパク質でカロリーを維持する
ことが肝であるという内容だった。量を減ら
すだけだと基礎代謝が低下するので、ひたす
ら肉と油の摂取が重要であると語った。
　例会本番は、「空想しよう！！みんなでつ

くるローカルビジネス～地域の魅力の磨き方～」というテーマの
もと、講演とワークの二部構成で実施された。第1部では、アソ
ビュー㈱の内田有映氏を講師として地域の観
光資源化の講演が実施された。観光資源が無
くても体験観光（農業、漁業、蕎麦打ち、パ
ラグライダー等）を商品化し、地域の魅力を
発信していく時代になっているという内容で
あった。

　第2部では講師の内田氏
と地域商社大山時間の権田和志氏をファシリ
テーターに、「空想しよう！！体験を活用し
たローカルビジネス」というテーマのもと4
～5人のテーブルごとにワークを行った。
　テーブルごとに決められたターゲット、地
元・近県・首都圏・海外から客を呼び込む体

験観光を作り込んでいった。ワークを通じて地元の魅力を再発
見・開発できたことは、今後の地域の観光資源化に向けて大きな
礎となった。        

    （記事：松井）

２ 月 終例 会 を え て 地域ビジョン委員会　小谷泰樹委員長
（㈱シー・アンド・エヌネクスト  営業統括リーダー）

　皆さま、2月例会へのご参加ありがとうございました。例会では地域の魅力を活かした体験・アクティ
ビティ商品の意義について学び、我々の暮らす鳥取県西部地域を舞台に様々なターゲットを想定して体
験商品を企画開発するワークを行いました。ワークでは賑やかな議論が交わされ、ユニークな体験商品
が発表されました。短い時間でしたが、面白いアイデアがたくさん出てきて皆さんの発想力に驚きまし
た。中でも、『美保湾での飛魚すくい体験』や『日野郡山間地での民泊林業ド田舎体験』などは楽しそうで
個人的にぜひ体験してみたい商品でした。講演の中で「体験商品の鳥取県内エリア別申込割合について、
西部エリアはわずか３％しかない（東部エリアが90%以上）」という話が紹介されました。しかし、未開発
な現状だからこそ、自然や食 、文化など豊富な魅力を持つ鳥取県西部地域の可能性をあらためて考える

機会になったのではないでしょうか。地域ビジョン委員会としては引き続き、地域の魅力を体感する『ほうきの国 魅力共感プ
ロジェクト』を進めていきます。例会で得た学び、アイデアはこれから「ふるさと納税返礼品」の企画制作等に活かしていきたい
と思います。参加された皆さまにとっても、何かの気づきや事業のヒントになりましたら幸いです。



　皆さん、こんにちは。第31期入会の
道田直樹です。
　14年間在籍した中央会も、卒会年度
を迎えることとなりました。長かった
ような、短かったような、卒会する実
感はあまりないですが、少し寂しいで
す。入会してから、多くの方と交流さ
せて頂くことができました。
　中央会活動の中で、大山お地蔵さま

フェスティバルの流しそばを担当させてもらったことが、すご
く印象に残っています。リーダーという立場で、非常にいい経
験をさせて頂きました。昨年度は、県出向理事という初めての
役職に就かせて頂き、県出向役員の方々、東部、中部の方々とも
交流させて頂きました。
　中央会では、これまで経験したことのないことを経験し、た
くさんの方と出会い、たくさんのことを学びました。振り返る
と、参加していない苦しい時期もありましたが、本当に信頼で
きる仲間に出会い、いつの間にか中央会に参加するのが楽しく
なっていて、みんなに会えるのが楽しみになっている自分がい
ました。中央会活動に参加するだけで、自分が意識しない内に
変わっている、変えられているというふうに気づかされている、
何とも不思議な会だと思います。
　中央会に入会して、本当に良かったと心から思います。今ま
で関わって頂いた、すべての方に感謝申し上げます。

　中央会に入会させて頂いてから17
年が経ちました。第28期の総務委員会
に配属となり、何をするのか、何をすれ
ばよいのかと緊張していたことを今で
も覚えています。28期の総務委員会
のメンバーは、のちに県会長、会長にな
られた方が5人もおられました。挨拶
や服装、懇親会の参加や先輩方の飲み
物等への気配り等、大変厳しく教えて

頂きました。何より会の活動に対しての考え方、会員としての活
動や考え方を熱く教えて頂きました。
　中央会は初心に帰れる会だと思います。社会人になって注意
されたり怒られたり、初めての方とのコミュニケーションを自
分から積極的にしていかなければならない場所で、新社会人と
同じことをしないといけないからです。
　社会勉強と人脈を広げる目的で入会した中央会でしたが、諸
先輩方、会員の皆様にお世話になり、楽しく過ごすことができま
した。皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

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
道田直樹（㈲ビルト・ミチダ　代表取締役） 砂原弘明（㈲砂原建築企画　代表取締役社長） 

　今年もあの灼熱のギラギラした夏の音が聞こえてきました！第40回全日本トライアスロン皆生大
会、西部青年中央会の実行委員長を務めさせて頂きます村田です。
　今年のトライアスロンは、７月19日（日）に開催されます。第40回の記念大会として記念事業も組
み込まれており例年よりも参加人数が増えると予想されます。出場される選手達を縁の下の支えとして
今年もＡＬＬ中央会でサポートし、今まで諸先輩方が繋いできてくださったこのバトンを次の世代に渡
していけるようしっかりと考え、活動していく所存です。私も中央会活動最後の務めを果たさせて頂き
ます。会員の皆様、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します！

　第5回お地蔵さまフェスティバルの清掃・流しそば部、部長を務めます新井翔太です。よろしくお願い致
します。
　お地蔵さまフェスティバルも、回数をかさねるたびに参加人数も増え、第4回では400名を超えました。
そこで今回は想定参加人数を500名とし準備しております。
　清掃部門では清掃中に参加していただいた方々に楽しんでもらえるアトラクションを考えております。
　流しそば部門では清掃に参加していただいたボランティアの方々に、感謝の気持ちとしてしっかり食べて
頂けるよう600食を用意いたします。また、そばが食べられない方にはおむすびをご用意したいと思ってお
ります。楽しんで参加していただけるよう企画を考えておりますので皆様のご参加お待ちしております。

　第5回大山お地蔵さまフェスティバルの集客・ステージ部、部長の濱です。ステージでは、子供チームの
催し物を行い、来場者の方々にお祭りの雰囲気を楽しんでいただきたいです。参道を歩く人たちにもお地蔵
さまフェスティバルのアピールとなるよう、たくさんの方々に参加していただき、フェスティバルの認知度
向上にも繋げて次年度以降も盛り上がるようなステージにしていくので皆様ご協力のほどよろしくお願いい
たします。

清掃・流しそば部  部長　新井　翔太（サンイン・フーズ㈱　主任）

集客・ステージ部  部長　濱　真一（㈱カーロード山陰　専務取締役）

第５回お地蔵さまフェスティバルグループリーダー抱負第５回お地蔵さまフェスティバルグループリーダー抱負第５回お地蔵さまフェスティバルグループリーダー抱負

トライアスロン実行委員長決定
村田　博（村田家㈱　代表取締役）



　なんと1月15日の新年例会当
日に産声を上げました。第４子
の誕生と無事新年例会を終えて
とても素晴らしい日になりまし
た。家族が増えますがこれまで
以上に社業・中央会活動と勇往
邁進して参りたいと思います。

中村 蒼
そう

弥
や

くん
2020年１月15日生まれ

（中村友紀会員 第４子）

HELLO♡BABYHELLO♡BABY

　去る2月８日（土）、中央
会・松江YEG・安来YEGの
3団体合同にて中海圏域青
年経済団体交流会が松江市
矢田体育館にて開催されま
した。松江YEGが主幹とな
る今年の交流会はソフトバ
レーボール大会。団体ごと
の対抗戦ではなく、各チー

ムに各団体から数名ずつ入った混成チームで、それぞれが１位を目指
し熱戦を繰り広げました。ソフトバレーボールだからと決してナメる
ことなかれ。普通の6人制バレーと同じ人数、同じコート、そして途中交
代不可という日頃運動不足な会員達の筋肉を直撃するなかなかハード
な仕様でした。試合では華麗なスパイク・根性の回転レシーブ・鉄壁の
ブロック・友情のコンビネーション・高校生顔負けの声出しがいたると
ころで見られ、参加者全員が楽しくかつ真剣にプレーしていました。ス
ポーツを通して新しい出会いを得たり、各団体間の絆を深めることが
できた充実した1日となりました。

　仕事着姿の会員と出会う機会がありました。スーツ姿の
時とは違う雰囲気に思わず見とれてしまいました。まさに
ギャップ萌え。普段着も気になります。おしゃれな方が多
い当会ですが、ファッションリーダーは誰でしょうか。

　　　　　　       　　　　   （広報委員会  高見）

編集後記

３月役員会報告
　令和2年3月2日（月）米子市公会堂 集会室6にて3月役員会が開

催されました。議題は以下の通りです。

　・2月例会開催報告の件

　・4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。

〈
新
入
会
員
〉

〈コメント〉この度入会させていただくことになりました渡部直哉と申
します。中央会の活動を通じて色々な方と交流できる機会を大切にし、
地域の発展に貢献できるよう努めてまいります。よろしくお願い申し上
げます。

（
継
続
準
備
委
員
会
）

R02.02（R01年度）入会

（推薦者） 松田（幸）
	 竹ノ内（賢） 

渡
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　部
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　直
なお

　哉
や

 Ｏ型 
中浦食品㈱ 大漁市場なかうら 店舗統括マネージャー

海産物、観光土産品の販売

〒684-0046 境港市竹内団地209

ＴＥＬ 45-1600　ＦＡＸ 45-6585

（KT）080-6336-8572 

（EM）n-watanabe@nakaura-f.co.jp 

  S59.12生

〈コメント〉この度、青年中央会に入会させて頂きました俵と申しま
す。まだまだ未熟な点も多く会員の皆様にはご迷惑をお掛けすることも
あるかと思いますが、この青年中央会で様々なことを学び、会員の皆様
と地域に貢献できるよう精進して参りますので、ご教示いただければ幸
いです。何卒宜しくお願い申し上げます。

（
継
続
準
備
委
員
会
）

R02.02（R01年度）入会

（推薦者） 竹ノ内（賢）
 松田（幸）

俵
たわら

　　　陽
よう

　介
すけ

 Ｏ型 
㈱石田コーポレーション 米子支店 設備機販部 課長

住宅設備機器・水道資材の卸売

〒683-0804 米子市米原8丁目1-32

ＴＥＬ 33-7339　ＦＡＸ 33-6597

（KT）080-1920-9794 

（EM）y-tawara@ishida.ne.jp  

 S58.11生

〈コメント〉この度２月入会をさせて頂きました。狩野です。
　今後の皆様との活動を通じ、学ばせて頂く事が楽しみです。
　一秒でも早く中央会に慣れ、活動と勉強を両立出来る様に致します。
　ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

（
総
務
委
員
会
）

R02.02（R01年度）入会

（推薦者） 竹ノ内（賢）
	 中村（友）

狩
かり

　野
の

　智
とも

　邦
くに

 Ｏ型 
㈱プラスサポート 営業課長

保険代理業

〒683-0064 米子市道笑町2丁目218-1 はりまビル3階

ＴＥＬ 34-5870　ＦＡＸ 35-9015

（KT）090-3631-7436 

（EM）t.karino@plussupport.jp  

 S58.01生

　当社は昭和52年に法人設立、
総合衛生管理業として今日まで
あらゆる分野の環境衛生に携
わって参りました。高度経済成
長期には多くの環境問題が発生
し、昭和45年には建築物衛生法
が制定され、現在外国人の方々
が言う美しい・キレイな日本の
礎となっております。私たちサ
ンクリーンも時代に合わせて変
化すべく新たな分野に歩を進め
ています。

　掃除と清掃は違うということを理解した上で、洗浄・除菌を
行うことを基本的な考え方とし、事務所・ビル・マンション・一
般家庭における清掃から、給排気設備の清掃、食品工場の食中
毒予防・異物混入対策、病院や製薬治験研究室の高度清潔区で
の除菌ならびに環境測定などあらゆる環境下での業務を行っ
ております。
　お客様が求められるキレイやお困りごとを如何に解決し、期
待の１歩先のサービスを提供する為、「Be Proud」～誇り～
をスローガンに感動される仕事を今後も追及して参ります。

〈コメント〉新入会員の小原武史と申します。
　弁護士法人アザレア法律事務所で弁護士をしており、中央会では広報
委員会に所属しています。中央会で、生まれ育った鳥取県西部に少しで
も貢献できれば幸いです。宜しくお願いいたします。

（
広
報
委
員
会
）

R02.02（R01年度）入会

（推薦者） 住（真）
 徳中（太）

小
お

　原
はら

　武
たけ

　史
し

 Ｏ型 
弁護士法人アザレア法律事務所 弁護士

弁護士業務

〒683-0823 米子市加茂町2丁目112番地3F

ＴＥＬ 23-2250　ＦＡＸ 23-2251

（KT）080-1944-3950 

（EM）t.ohara@azalea-law.net  

 H01.12生

my グッジョブ！！

（サンクリーン㈱ 取締役 営業部長）
景山慎也

中海圏域青年経済団体交流会開催
小坂泰彦（㈲はなや　取締役）


