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先輩OBよりのお祝いと激励
臨時総会・2月例会開催／2月例会を終えて
彩気煥発～さいきかんぱつ～／3月例会に向けて
『人間力を磨く』vol.6「プレゼンテーション能力を磨く」
「irotoridori」／第7回大山お地蔵さまフェスティバル活動報告
卒会にあたり／現役№1～彩～／3月役員会報告

3月役員会報告

先日、某会員企業へお邪魔させていただいた際、販売スタッフの方にご
対応をしていただいたのですが、その方の対応が最高でした。
やはり、対面でのコミュニケーションは必須だと感じました。
ネットで時間を気にせずポチポチ買い物をするのも楽ですが、やはりお
店ですね。 （広報委員会　川口慎司）

先輩 OBよりのお祝いと激励先輩 OBよりのお祝いと激励 第38期会長　河津 慎二（東京印刷株式会社 本社次長）

　高井君、第48期会長就任おめでとう！
　高井君が25歳で入会した17年前のことは、今でも良く覚えています。ほっそりとした顔立ちで真面目な印象でした。入会当時から、どんなことにも
真面目にコツコツと忠実にこなしていました。目立つ役割ではなくても率先して活動していた姿をいつも見て感心していました。人望も厚く、頼りにされ
る高井君がこの度会長になる報告を聞き、非常に嬉しく、またみんながそういったひたむきに頑張る姿を見ていたんだなぁと思いました。
　第48期は高井君が主役！全会員が付いて来るし支えてくれる。高井カラーで思いっ切り、突き進めよ！　
　私もOBとして応援します。今は諸準備で大変だと思いますが、この会長経験が人生の糧になる事を願っております。　　令和4年3月1日(火)　米子市公会堂　集会室1・2・3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月例会開催の件　●鳥取県中小企業青年中央会の件
●第7回大山お地蔵さまフェスティバルの件
●3月例会開催の件　●中海圏域青年経済団体交流事業の件
※なお詳細については各委員長までご確認ください。 先輩 OBよりのお祝いと激励先輩 OBよりのお祝いと激励 第42期会長　竹ノ内賢一郎（サンクリーン株式会社 代表取締役）

　高井さん‼次年度会長御就任まずはおめでとうございます。
　私より入会も早く、先輩でありながら４２期の活動の際には、お地蔵さまプロジェクトの委員長を受けていただき、晴天の中、大成功に収めていただ
いたことを鮮明に覚えています。又、会のターニングポイントで色々な先輩方を長く支えてこられた姿は多くの方がご存知のことだと思います‼
　次は、いよいよ先頭に立つ番ですね。これまでたくさんの方を支えてきた貴方だからこそ、沢山の会員さんに支えられながら、思う存分に会長職を楽
しんでください。ここから準備が大変かと思いますが、健康に留意しながら、大いにjust do itしてください‼

　現役№1と勝手に思っている
こと、それはゴルフスコアの伸
び率です！昨年10月の支店の
コンペで135と見事に最下位
（泣）。お客さんに「支店長でそ
のスコアはダメでしょ～」と言
われ、練習に励み12月に自己
ベストを103に更新しました。
　安来はゴルフ好きな経営者
の方が多く、一緒にラウンドする機会が増えました。ラウンド中に私が起
こした珍事件を紹介します。①ティーショットがティーマーカーに当たり
ボールがまさかの後方へ、②同伴者と話しながら歩いていてバンカーに
落下（「バンカー（銀行員）がバンカーに入った！」とお客さん爆笑）。
　仕事で嫌々始めたゴルフも私の人生に彩りを添えてくれています。今
年は100切り目指して頑張るぞ！

現役№1～彩～現役№1～彩～

編集後記

（株式会社鳥取銀行 安来支店 支店長）
ビジネス経営委員会　佐々木　崇

次年度会長決定次年度会長決定次年度会長決定次年度会長決定
高井賢一　次年度会長 プロフィール
【所属企業・役職】　美酒佳肴 ゆらく　代表
【入 会 年 度】　平成17年6月（平成16年度）
【中央会経歴】　平成26年度 副委員長・平成28年度 委員長
　　　　　　　平成29年度 県出向理事・平成30年度 副会長・令和2年度 副会長

　 　この度、鳥取県西部中小企業青年中央会第４８期会長にご承認いただきました高井賢一です。どう
ぞよろしくお願いいたします。　
　奥森会長より大変光栄なお話をいただき、大きな不安はあったのですが、悩みに悩んで決断させて
いただきました。平成１７年に中央会の門戸をたたいてからの約１７年間、諸先輩方、仲間たちに時には
温かく見守って支えていただき、時には叱咤激励いただき、細 な々がらも何とかこの地で商売させていた

だけるまでになりました。今回も後押し頂いた会員の皆様からの「異議なし！」の言葉と共に、一年間精一杯やり切って、この会に育てていただいた御
恩を少しでもお返しできるように励んで参ります。
　まだまだ、コロナ禍も収束が見えない状況ではありますが、そんなものを物ともしないような活発な活動を行っていく事で、４７年間の歴史と伝統を次
世代へ繋げていく所存でございます。
　最後に、今期も残り４か月となりました。奥森年度を全会員で最後まで盛り上げ、鳥取県西部地域を彩って参ります。引き続きの皆様のご支援をお願
いし、ご挨拶と代えさせていただきます。

～卒会にあたり～～卒会にあたり～

「とうとうこの時が来てしまった」
というのが本音でしょうか。今に
なってみれば、本当にあっという
間でした。毎日腹痛に悩まされた
新入会員時代を経て、いきなり県
出向理事をさせていただき一気
に見える景色が変わったことを鮮
明に覚えています。その時々の役
員の皆様からは、無茶振りも含め
いろんな役割を与えていただき、
微力ながら少々の歴史を残せた
のではないかと勝手に感じており

ます。入会当初から同期を中心に、たくさんの仲間ができました。特
に懇親会では異業種の皆さんと意見を酌み交わすことができ、業務
上のみでは聞くことのできないようなことまで話すことができ、所属
企業の広告代理店での仕事の考え方も少しづつ進歩したように思
います。ここでは思いを書き切ることは全くできませんが、とにかく
大好きな中央会を、今後も現役会員がどんどん良くしていくことを妄
想しつつ、今後のご活躍を祈っております。皆さん、本当にありがと
うございました。

県出向監事　岡田英憲
株式会社ライトスタッフ 取締役

irotoridori
第47期 副会長　木嶋　康之

株式会社 D･I･P
第47期 副会長　木嶋　康之

株式会社 D･I･P

　私はかなりの本好きです。本といってもみんな大好き、「漫画」
です。
　小学校低学年から『ドラゴンボール』を読み始め、今ではあら
ゆるジャンルの作品を読んでいます。今思えば、自分の興味や知
識のほとんどは漫画からスタートしているといっても過言ではあり
ません。たかが漫画と思われるかもしれませんが、想像力を高
め、読書の入り口になるということで、子供にもいい影響を与える
ものとされています。
　そんな沢山の作品を読んだ私のおすすめを一つ紹介します。
JAZZを題材にした『BLUE　GIANT』という作品です。ぜひ読
んでみて下さい。ネタバレになるので詳しくは語りませんが、誰も
見てくれないので読んでくれた方は私まで一報いただければと
思います。
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　総務委員会の山根です。第７回大山お地蔵さまフェスティ
バルでは集客・ステージ部を担当します。来場者の方々にお
祭りの雰囲気を楽しんでいただけるよう、音と彩をテーマに
華やかなステージイベントを開催します。
　一人でも多くの方に参加いただけるように、委員会メン
バーで知恵を出し合い頑張っています。来場された皆様に
「来年も参加したい」と笑顔にできるようしっかりと準備して、
まずは運営する私達が楽しみ、盛り上がっていけるように進
めていきます。当日はぜひご家族をお誘いのうえ足をお運び
ください。
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第7回
大山お地蔵さまフェスティバル

活動報告
集客・ステージ部 総務委員会

副委員長　山根壮（株式会社ヤマネ産機　課長）

　第7回大山お地蔵さまフェスティバル広報部を担当する広
報委員会です。まずは当会会員企業様におかれましては本年
も同イベントへ多数の協賛を賜り、誠にありがとうございまし
た。広報部では、大山お地蔵さまフェスティバルをもっと地元
の皆さまや子どもたちに知ってもらいたい、大山や地域の魅
力を感じてもらいたいという思いのもとＰＲ活動を行っていま
す。フェスティバル当日が子どもたちの笑顔であふれるよう
な1日となるよう、ポスター・チラシなど既存の媒体に加え今
回はSNSや動画配信などを駆使して、より多くの皆さまに「お
地蔵さまフェスティバルに行ってみたい！」と思って頂けるよう
な楽しい情報を発信していきたいと思います。部員全員が一
丸となって頑張っておりますので、乞うご期待ください！
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の皆さまや子どもたちに知ってもらいたい、大山や地域の魅
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広報部　広報委員会
小坂　泰彦（有限会社はなや　取締役）



第１編集部でプレゼンテーションについて学びました
　皆さん、プレゼンテーションをする機会って少なからずありますよ
ね！？今回のテーマは「プレゼンテーション能力」です。上手なプレゼン
テーションをする方法や、プレゼンテーションのポイントやコツについ
て調べ、人間力を磨きました。また今回は取材形式ではなく、
YouTubeチャンネルを通して第１編集部で学んだことを抜粋して記
事に致しました。

プレゼンテーションの全体像
プレゼンテーションやスピーチの基本的な流れはこのようになりま
す。

①聴衆の関心をつかむ「オープニング」
②本論となる「ボディ」
③メッセージを記憶に焼き付ける「クロージング」
内容の濃いボディ、出来るだけ短くて効果的なオープニングと出来る
だけ短くて効果的なクロージングが作れるようになることがベストな
プレゼンテーションです。

「話し始める前に」はＮＧ 
話始める前にといってス
タートされる方がおられます
が、話はすでに始まっていま
すのでこの説明は不要で
す。
「〇〇の話をします」はＮＧ
〇〇の話をしますと言って
話を始めるのは、聞いてる側
がドキドキしないのでやめま
しょう。

「緊張しています」はＮＧ
話し始める前に「人前で話すのは苦手で緊張しています」と言う人が
います。聞き手が知りたいのは話し手の緊張状態ではないのでやめま
しょう。
「え～っと」「あの～」が多いのはＮＧ
人は緊張すると、余計な言葉がつい出てしまいます。頻度が多いと聞
き手の集中力が途切れて内容が伝わりにくいので気をつけましょう。

①声量や口調の速度
大きな声でゆっくりとは基
本中の基本です。緊張して
いると早口になりがちで
すが、１分に４００文字以下
の速度が理想です。
②ジェスチャーを取り入れて
ポイントの部分ではジェス
チャーを取り入れることで
印象付けやすくなります。

逆に使いすぎも気をつけましょう。
③事例やエピソードを交える
聞き手が内容をよりイメージしやすくなります。著名人や有名企業
の事例だけではなく、自身の体験談を交えるのも良いでしょう。
④スライド資料を作る前に原稿を作り込むこと
プレゼンテーションがわかりにくくなる１番の要因は、余計な情報が
詰め込まれることです。細かいことは削っていかないと本当に言い
たいことがわからなくなるのです。発表原稿を先に作り上げること
で余計な情報が削れ、大枠の流れを作るのも楽になり、話しすぎた
り、早口になってしまうこともなくなります。
⑤サポートに徹したスライドであること
プレゼンテーションの１番の主役って何？それはプレゼンター（話し
手）です。本来プレゼンターの話が上手くて、聞き手が納得さえでき
ればスライド資料がなくても全く問題ありません。スライド資料を作
るのはあくまで視覚的なサポートをする為だと理解して下さい。なる
べく文字を減らしてプレゼンターのしゃべりをサポートするスライド
を作っていくことが重要です。
⑥最後は情熱を持って
プレゼンテーションって準備する側は何時間もかかるわりに、聞い
てる側は五分～数十分です。大切なのはテクニックだけではなく
ハートが何より重要です。情熱を持って聞き手に語りかければ、きっ
とあなたの話に引き込まれるでしょう。

　今回第一編集部で選んで参考にしたチャンネルは下記２点です。
わかりやすく解説されていますので、時間がある際に視聴してみてく
ださい。

3 月 例 会に向けて3 月 例会に向けて （エレックス株式会社　執行役員 システム部 部長）
政治行政委員会委員長　宇佐見　啓輔

　10月例会で学んだ「米子･境港間の高規格道路」は、中国自動車道岡山米子線の終点である境港までの延長だけではなく、山陰自
動車道・境港出雲道路、松江だんだん道路とともに中海・宍道湖圏域の「８の字状の高規格道路ネットワーク」の計画の一部になって
おり、実現へ向け鳥取県、島根県はもちろん、米子市、境港市、日吉津村、松江市、出雲市、安来市が一体となり非常に活発な活動をし
ています。
　本例会では、第1部で交通計画・政策評価、アクティビティ・ベース交通需要モデル、持続可能な都市・地域開発，革新的都市交通技
術の設計と評価など広く交通関連分野をカバーされている広島大学大学院 先進理工系科学研究科　教授の藤原章正氏を講師にお
招きし、中海・宍道湖圏域の高規格道路ネットワークがどのような経済効果やメリットがあるのかを学びます。第2部では、企業が高
規格道路を上手く活用する方法について考えます。
　この高規格道路ネットワークが完成した際に想定される効果を学び、企業としてどのような準備をしていくべきなのか考えていた
だく機会となるよう準備しておりますので、ご参加よろしくお願いいたします！

ビジネス経営委員会　清水　伸也　（清水行政書士事務所代表）

47期ハンサム連載

　自分自身が今までに行ってきたプレゼンテーションを振り返ってみて、スライドに頼りがちだったなぁと改めて感じました。あくまでもスラ
イドはサポート的存在で、その分しゃべりでしっかりと伝えるプレゼンテーションがベストであると理解することが出来ました。
　最後に、ハンサム３月号の記事作成にあたり、手作り例会資料を作成しているようでした（笑）その分しっかりと人間力を磨くことが出来
た良い機会でした！今後プレゼンテーションをする際には、今回学んだ知識を十分に活かしていきたいと思います。　 （第1編集部/渡部）

第１編集部/渡部直哉（リーダー）、
中西悠介、川口慎司、今川圭一

彩気煥発 ～さいきかんぱつ～

まとめ

四字熟語「才気煥発」の意味には才能が輝くこととあります。
中央会を彩る、キラリと輝く会員を紹介します。

人間力を磨くvol.6
“プレゼンテーション能力を磨く”

　彩気煥発とは趣旨が異なるかも知れませんが、最近は何事も習慣化するように心がけています。
　最近始めたのはエアロバイクです。日頃の運動不足解消のために購入し、これを毎朝30分程度漕ぐことを
習慣化しています。個人的には習慣化こそ最高の自己研鑽に繋がると思っています。
　思えば、行政書士の資格を取得した際も勉強することが習慣化していました。少しの量でも運動や勉強を毎
日の歯磨きのように習慣化すれば、経験がコツコツ積みあがり、後々複利が効いて自分の遺産になってくると
考えています。本当は子供に勉強や運動を習慣化して欲しいのですが、なかなか私の言うことを聞いてくれま
せん。何かいい方法ないでしょうか（笑）

　令和4年2月15日、ANAクラウンプラ
ザホテル米子にて臨時総会、2月例会が
開催された。臨時総会の冒頭、奥森会長
の挨拶では、「本日の2月例会は特別警
報等が発令されていることを踏まえまし
て、例会はZOOM開催、この後行われま
す臨時総会は短い時間ですが、皆様にお
集まりいただき開催させていただくこと
となりました。コロナでまだまだ大変な時
期が続いておりますが、青年中央会会員
として現状の中でそれぞれができること
を皆さんで応援していきましょう。そうい
うことが自然にできる会が青年中央会な
ので、今後もそのような青年中央会であ

りつづけていただきたいと思います。それぞれができることをし、縁があってで
きた仲間を応援していただければと思っております。」と述べられた。
　続いて、高塚直前会長が議長を務める中、第1号議案「次年度（４８期）会長候
補指名推薦についての上程書の件」について、奥森会長より高井賢一会員を
次年度会長候補として推薦され、そし
て満場一致で「異議なし」の声のもと
第1号議案は可決承認された。臨時
総会の後、お祝いセレモニーが開か
れ、奥森会長から高井次年度会長へ
お祝いの品が贈られた。その後、高塚
直前会長の締めの挨拶の後に、各会
員がZOOMにて例会へ参加する為
に、一旦解散となった。

　2月例会は、『幸福とは最高の「善」
なり！？』～ウェルビーイング経営で社
員の幸福と企業の業績UP～という
テーマのもと、講義と討論、ワークの
3部構成をZOOMにて実施された。
第1部では山内会員、三鴨会員より
「ウェルビーイングとは何か、なぜ今
必要なのか、マーケティングと同様
に変化に合わせた企業経営が求め
られている」という内容の発表が行
われた。またウェルビーイングの取り

組みをされている具体例として、島根電工株式会社と株式会社Enjinの2社の
取り組みを紹介された。
　第2部では、「会社経営に重要なのは、会社の利益か！社員の幸福か！？」という
テーマのもと2チームに分かれて主張をし、
徹底討論を行った。どちらかだけがあれば良
いということではないが、自身の企業がどこ
を見据え、どう動いていけば良いのか深く考
えさせられる討論であった。
　第3部では、架空企業の情報を基にワーク
ショップを行った。企業の課題をウェルビー
イングに取り組むことでどのように解決でき
るのかを実際に考え、学べる時間となった。2
月例会を通してウェルビーイングの必要性
を感じ、その思考を経営へと意識的に変えて
いくことで社員の幸福、企業の成長へと繋が
る第一歩となった。

臨時総会・2月例会開催 ～ウェルビーイング経営で社員の
　幸福と企業の業績UP～

（記事：河津）

2月例会を終えて2月例会を終えて （美保テクノス株式会社　営業部主任）
ビジネス経営委員会委員長　谷村　祐也

　この度は２月例会にご参加いただき、誠にありがとうございました。少し変則的なタイムスケジュールとはなりましたが、多くの皆様に
ご参加いただき感謝しております。
　今回も手作り例会にしたことに加え、オミクロン株の感染拡大も有り、委員会メンバーには前回と同様に多くの時間と労力、そして心
労を…本当に感謝しております。ありがとうございました。
　ウェルビーイングに焦点を当てて経営に活かすことを題材とした例会を開催致しました。現代社会は個々のパーパス（存在意義）を認
め合うことを重要視しています。時代の変化は目まぐるしく、価値観も変遷していきます。常に新しい価値観を経営に加えることが出来
る企業が成長し、真に選ばれる企業となると思われます。
　個々人のウェルビーイングの向上が企業価値を高め、ひいては社会全体のウェルビーイングにもつながり、この循環が人々のさらなる
幸福をもたらすことでしょう。
　皆様が「ウェルビーイング」な状態にあることを切に願っております。

引用元：https://www.youtube.com/watch?v=4B-Du04_QMg
鴨頭嘉人（かもがしら よしひと）

引用元：https://www.youtube.com/watch?v=6pwSNyEFp5o
マコなり社長

自称「炎の講演家」YouTube後援家
としてYouTubeチャンネル登録109
万。総再生回数は2億回突破。リー
ダーシップ、マネジメント、コミュニ
ケーション等の内容をYouTubeで発

信されており、大変勉強になります。

日本のビジネス系YouTuberで、
2015年Forbes誌「注目のUnder30
起業家10人」に選出された。
YouTubeでは職場の教訓や人間関
係・努力や常識の捉え方・買って良い

商品のレビューなど多岐にわたって公開されています。
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第１編集部でプレゼンテーションについて学びました
　皆さん、プレゼンテーションをする機会って少なからずありますよ
ね！？今回のテーマは「プレゼンテーション能力」です。上手なプレゼン
テーションをする方法や、プレゼンテーションのポイントやコツについ
て調べ、人間力を磨きました。また今回は取材形式ではなく、
YouTubeチャンネルを通して第１編集部で学んだことを抜粋して記
事に致しました。

プレゼンテーションの全体像
プレゼンテーションやスピーチの基本的な流れはこのようになりま
す。

①聴衆の関心をつかむ「オープニング」
②本論となる「ボディ」
③メッセージを記憶に焼き付ける「クロージング」
内容の濃いボディ、出来るだけ短くて効果的なオープニングと出来る
だけ短くて効果的なクロージングが作れるようになることがベストな
プレゼンテーションです。

「話し始める前に」はＮＧ 
話始める前にといってス
タートされる方がおられます
が、話はすでに始まっていま
すのでこの説明は不要で
す。
「〇〇の話をします」はＮＧ
〇〇の話をしますと言って
話を始めるのは、聞いてる側
がドキドキしないのでやめま
しょう。

「緊張しています」はＮＧ
話し始める前に「人前で話すのは苦手で緊張しています」と言う人が
います。聞き手が知りたいのは話し手の緊張状態ではないのでやめま
しょう。
「え～っと」「あの～」が多いのはＮＧ
人は緊張すると、余計な言葉がつい出てしまいます。頻度が多いと聞
き手の集中力が途切れて内容が伝わりにくいので気をつけましょう。

①声量や口調の速度
大きな声でゆっくりとは基
本中の基本です。緊張して
いると早口になりがちで
すが、１分に４００文字以下
の速度が理想です。
②ジェスチャーを取り入れて
ポイントの部分ではジェス
チャーを取り入れることで
印象付けやすくなります。

逆に使いすぎも気をつけましょう。
③事例やエピソードを交える
聞き手が内容をよりイメージしやすくなります。著名人や有名企業
の事例だけではなく、自身の体験談を交えるのも良いでしょう。
④スライド資料を作る前に原稿を作り込むこと
プレゼンテーションがわかりにくくなる１番の要因は、余計な情報が
詰め込まれることです。細かいことは削っていかないと本当に言い
たいことがわからなくなるのです。発表原稿を先に作り上げること
で余計な情報が削れ、大枠の流れを作るのも楽になり、話しすぎた
り、早口になってしまうこともなくなります。
⑤サポートに徹したスライドであること
プレゼンテーションの１番の主役って何？それはプレゼンター（話し
手）です。本来プレゼンターの話が上手くて、聞き手が納得さえでき
ればスライド資料がなくても全く問題ありません。スライド資料を作
るのはあくまで視覚的なサポートをする為だと理解して下さい。なる
べく文字を減らしてプレゼンターのしゃべりをサポートするスライド
を作っていくことが重要です。
⑥最後は情熱を持って
プレゼンテーションって準備する側は何時間もかかるわりに、聞い
てる側は五分～数十分です。大切なのはテクニックだけではなく
ハートが何より重要です。情熱を持って聞き手に語りかければ、きっ
とあなたの話に引き込まれるでしょう。

　今回第一編集部で選んで参考にしたチャンネルは下記２点です。
わかりやすく解説されていますので、時間がある際に視聴してみてく
ださい。

3 月 例 会に向けて3 月 例会に向けて （エレックス株式会社　執行役員 システム部 部長）
政治行政委員会委員長　宇佐見　啓輔

　10月例会で学んだ「米子･境港間の高規格道路」は、中国自動車道岡山米子線の終点である境港までの延長だけではなく、山陰自
動車道・境港出雲道路、松江だんだん道路とともに中海・宍道湖圏域の「８の字状の高規格道路ネットワーク」の計画の一部になって
おり、実現へ向け鳥取県、島根県はもちろん、米子市、境港市、日吉津村、松江市、出雲市、安来市が一体となり非常に活発な活動をし
ています。
　本例会では、第1部で交通計画・政策評価、アクティビティ・ベース交通需要モデル、持続可能な都市・地域開発，革新的都市交通技
術の設計と評価など広く交通関連分野をカバーされている広島大学大学院 先進理工系科学研究科　教授の藤原章正氏を講師にお
招きし、中海・宍道湖圏域の高規格道路ネットワークがどのような経済効果やメリットがあるのかを学びます。第2部では、企業が高
規格道路を上手く活用する方法について考えます。
　この高規格道路ネットワークが完成した際に想定される効果を学び、企業としてどのような準備をしていくべきなのか考えていた
だく機会となるよう準備しておりますので、ご参加よろしくお願いいたします！

ビジネス経営委員会　清水　伸也　（清水行政書士事務所代表）

47期ハンサム連載

　自分自身が今までに行ってきたプレゼンテーションを振り返ってみて、スライドに頼りがちだったなぁと改めて感じました。あくまでもスラ
イドはサポート的存在で、その分しゃべりでしっかりと伝えるプレゼンテーションがベストであると理解することが出来ました。
　最後に、ハンサム３月号の記事作成にあたり、手作り例会資料を作成しているようでした（笑）その分しっかりと人間力を磨くことが出来
た良い機会でした！今後プレゼンテーションをする際には、今回学んだ知識を十分に活かしていきたいと思います。　 （第1編集部/渡部）

第１編集部/渡部直哉（リーダー）、
中西悠介、川口慎司、今川圭一

彩気煥発 ～さいきかんぱつ～

まとめ

四字熟語「才気煥発」の意味には才能が輝くこととあります。
中央会を彩る、キラリと輝く会員を紹介します。

人間力を磨くvol.6
“プレゼンテーション能力を磨く”

　彩気煥発とは趣旨が異なるかも知れませんが、最近は何事も習慣化するように心がけています。
　最近始めたのはエアロバイクです。日頃の運動不足解消のために購入し、これを毎朝30分程度漕ぐことを
習慣化しています。個人的には習慣化こそ最高の自己研鑽に繋がると思っています。
　思えば、行政書士の資格を取得した際も勉強することが習慣化していました。少しの量でも運動や勉強を毎
日の歯磨きのように習慣化すれば、経験がコツコツ積みあがり、後々複利が効いて自分の遺産になってくると
考えています。本当は子供に勉強や運動を習慣化して欲しいのですが、なかなか私の言うことを聞いてくれま
せん。何かいい方法ないでしょうか（笑）

　令和4年2月15日、ANAクラウンプラ
ザホテル米子にて臨時総会、2月例会が
開催された。臨時総会の冒頭、奥森会長
の挨拶では、「本日の2月例会は特別警
報等が発令されていることを踏まえまし
て、例会はZOOM開催、この後行われま
す臨時総会は短い時間ですが、皆様にお
集まりいただき開催させていただくこと
となりました。コロナでまだまだ大変な時
期が続いておりますが、青年中央会会員
として現状の中でそれぞれができること
を皆さんで応援していきましょう。そうい
うことが自然にできる会が青年中央会な
ので、今後もそのような青年中央会であ

りつづけていただきたいと思います。それぞれができることをし、縁があってで
きた仲間を応援していただければと思っております。」と述べられた。
　続いて、高塚直前会長が議長を務める中、第1号議案「次年度（４８期）会長候
補指名推薦についての上程書の件」について、奥森会長より高井賢一会員を
次年度会長候補として推薦され、そし
て満場一致で「異議なし」の声のもと
第1号議案は可決承認された。臨時
総会の後、お祝いセレモニーが開か
れ、奥森会長から高井次年度会長へ
お祝いの品が贈られた。その後、高塚
直前会長の締めの挨拶の後に、各会
員がZOOMにて例会へ参加する為
に、一旦解散となった。

　2月例会は、『幸福とは最高の「善」
なり！？』～ウェルビーイング経営で社
員の幸福と企業の業績UP～という
テーマのもと、講義と討論、ワークの
3部構成をZOOMにて実施された。
第1部では山内会員、三鴨会員より
「ウェルビーイングとは何か、なぜ今
必要なのか、マーケティングと同様
に変化に合わせた企業経営が求め
られている」という内容の発表が行
われた。またウェルビーイングの取り

組みをされている具体例として、島根電工株式会社と株式会社Enjinの2社の
取り組みを紹介された。
　第2部では、「会社経営に重要なのは、会社の利益か！社員の幸福か！？」という
テーマのもと2チームに分かれて主張をし、
徹底討論を行った。どちらかだけがあれば良
いということではないが、自身の企業がどこ
を見据え、どう動いていけば良いのか深く考
えさせられる討論であった。
　第3部では、架空企業の情報を基にワーク
ショップを行った。企業の課題をウェルビー
イングに取り組むことでどのように解決でき
るのかを実際に考え、学べる時間となった。2
月例会を通してウェルビーイングの必要性
を感じ、その思考を経営へと意識的に変えて
いくことで社員の幸福、企業の成長へと繋が
る第一歩となった。

臨時総会・2月例会開催 ～ウェルビーイング経営で社員の
　幸福と企業の業績UP～

（記事：河津）

2月例会を終えて2月例会を終えて （美保テクノス株式会社　営業部主任）
ビジネス経営委員会委員長　谷村　祐也

　この度は２月例会にご参加いただき、誠にありがとうございました。少し変則的なタイムスケジュールとはなりましたが、多くの皆様に
ご参加いただき感謝しております。
　今回も手作り例会にしたことに加え、オミクロン株の感染拡大も有り、委員会メンバーには前回と同様に多くの時間と労力、そして心
労を…本当に感謝しております。ありがとうございました。
　ウェルビーイングに焦点を当てて経営に活かすことを題材とした例会を開催致しました。現代社会は個々のパーパス（存在意義）を認
め合うことを重要視しています。時代の変化は目まぐるしく、価値観も変遷していきます。常に新しい価値観を経営に加えることが出来
る企業が成長し、真に選ばれる企業となると思われます。
　個々人のウェルビーイングの向上が企業価値を高め、ひいては社会全体のウェルビーイングにもつながり、この循環が人々のさらなる
幸福をもたらすことでしょう。
　皆様が「ウェルビーイング」な状態にあることを切に願っております。

引用元：https://www.youtube.com/watch?v=4B-Du04_QMg
鴨頭嘉人（かもがしら よしひと）

引用元：https://www.youtube.com/watch?v=6pwSNyEFp5o
マコなり社長

自称「炎の講演家」YouTube後援家
としてYouTubeチャンネル登録109
万。総再生回数は2億回突破。リー
ダーシップ、マネジメント、コミュニ
ケーション等の内容をYouTubeで発

信されており、大変勉強になります。

日本のビジネス系YouTuberで、
2015年Forbes誌「注目のUnder30
起業家10人」に選出された。
YouTubeでは職場の教訓や人間関
係・努力や常識の捉え方・買って良い

商品のレビューなど多岐にわたって公開されています。
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◆鳥取県西部中小企業青年中央会　会 長 奥森秀夫　◆編集責任者／担当 副会長 渡邉公平　◆制作・編集 第47期広報委員会／委員長 下村英一◆鳥取県西部中小企業青年中央会　会 長 奥森秀夫　◆編集責任者／担当 副会長 渡邉公平　◆制作・編集 第47期広報委員会／委員長 下村英一

巻頭
記事 次年度会長決定 

先輩OBよりのお祝いと激励
臨時総会・2月例会開催／2月例会を終えて
彩気煥発～さいきかんぱつ～／3月例会に向けて
『人間力を磨く』vol.6「プレゼンテーション能力を磨く」
「irotoridori」／第7回大山お地蔵さまフェスティバル活動報告
卒会にあたり／現役№1～彩～／3月役員会報告

3月役員会報告

先日、某会員企業へお邪魔させていただいた際、販売スタッフの方にご
対応をしていただいたのですが、その方の対応が最高でした。
やはり、対面でのコミュニケーションは必須だと感じました。
ネットで時間を気にせずポチポチ買い物をするのも楽ですが、やはりお
店ですね。 （広報委員会　川口慎司）

先輩 OBよりのお祝いと激励先輩 OBよりのお祝いと激励 第38期会長　河津 慎二（東京印刷株式会社 本社次長）

　高井君、第48期会長就任おめでとう！
　高井君が25歳で入会した17年前のことは、今でも良く覚えています。ほっそりとした顔立ちで真面目な印象でした。入会当時から、どんなことにも
真面目にコツコツと忠実にこなしていました。目立つ役割ではなくても率先して活動していた姿をいつも見て感心していました。人望も厚く、頼りにされ
る高井君がこの度会長になる報告を聞き、非常に嬉しく、またみんながそういったひたむきに頑張る姿を見ていたんだなぁと思いました。
　第48期は高井君が主役！全会員が付いて来るし支えてくれる。高井カラーで思いっ切り、突き進めよ！　
　私もOBとして応援します。今は諸準備で大変だと思いますが、この会長経験が人生の糧になる事を願っております。　　令和4年3月1日(火)　米子市公会堂　集会室1・2・3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月例会開催の件　●鳥取県中小企業青年中央会の件
●第7回大山お地蔵さまフェスティバルの件
●3月例会開催の件　●中海圏域青年経済団体交流事業の件
※なお詳細については各委員長までご確認ください。 先輩 OBよりのお祝いと激励先輩 OBよりのお祝いと激励 第42期会長　竹ノ内賢一郎（サンクリーン株式会社 代表取締役）

　高井さん‼次年度会長御就任まずはおめでとうございます。
　私より入会も早く、先輩でありながら４２期の活動の際には、お地蔵さまプロジェクトの委員長を受けていただき、晴天の中、大成功に収めていただ
いたことを鮮明に覚えています。又、会のターニングポイントで色々な先輩方を長く支えてこられた姿は多くの方がご存知のことだと思います‼
　次は、いよいよ先頭に立つ番ですね。これまでたくさんの方を支えてきた貴方だからこそ、沢山の会員さんに支えられながら、思う存分に会長職を楽
しんでください。ここから準備が大変かと思いますが、健康に留意しながら、大いにjust do itしてください‼

　現役№1と勝手に思っている
こと、それはゴルフスコアの伸
び率です！昨年10月の支店の
コンペで135と見事に最下位
（泣）。お客さんに「支店長でそ
のスコアはダメでしょ～」と言
われ、練習に励み12月に自己
ベストを103に更新しました。
　安来はゴルフ好きな経営者
の方が多く、一緒にラウンドする機会が増えました。ラウンド中に私が起
こした珍事件を紹介します。①ティーショットがティーマーカーに当たり
ボールがまさかの後方へ、②同伴者と話しながら歩いていてバンカーに
落下（「バンカー（銀行員）がバンカーに入った！」とお客さん爆笑）。
　仕事で嫌々始めたゴルフも私の人生に彩りを添えてくれています。今
年は100切り目指して頑張るぞ！

現役№1～彩～現役№1～彩～

編集後記

（株式会社鳥取銀行 安来支店 支店長）
ビジネス経営委員会　佐々木　崇

次年度会長決定次年度会長決定次年度会長決定次年度会長決定
高井賢一　次年度会長 プロフィール
【所属企業・役職】　美酒佳肴 ゆらく　代表
【入 会 年 度】　平成17年6月（平成16年度）
【中央会経歴】　平成26年度 副委員長・平成28年度 委員長
　　　　　　　平成29年度 県出向理事・平成30年度 副会長・令和2年度 副会長

　 　この度、鳥取県西部中小企業青年中央会第４８期会長にご承認いただきました高井賢一です。どう
ぞよろしくお願いいたします。　
　奥森会長より大変光栄なお話をいただき、大きな不安はあったのですが、悩みに悩んで決断させて
いただきました。平成１７年に中央会の門戸をたたいてからの約１７年間、諸先輩方、仲間たちに時には
温かく見守って支えていただき、時には叱咤激励いただき、細 な々がらも何とかこの地で商売させていた

だけるまでになりました。今回も後押し頂いた会員の皆様からの「異議なし！」の言葉と共に、一年間精一杯やり切って、この会に育てていただいた御
恩を少しでもお返しできるように励んで参ります。
　まだまだ、コロナ禍も収束が見えない状況ではありますが、そんなものを物ともしないような活発な活動を行っていく事で、４７年間の歴史と伝統を次
世代へ繋げていく所存でございます。
　最後に、今期も残り４か月となりました。奥森年度を全会員で最後まで盛り上げ、鳥取県西部地域を彩って参ります。引き続きの皆様のご支援をお願
いし、ご挨拶と代えさせていただきます。

～卒会にあたり～～卒会にあたり～

「とうとうこの時が来てしまった」
というのが本音でしょうか。今に
なってみれば、本当にあっという
間でした。毎日腹痛に悩まされた
新入会員時代を経て、いきなり県
出向理事をさせていただき一気
に見える景色が変わったことを鮮
明に覚えています。その時々の役
員の皆様からは、無茶振りも含め
いろんな役割を与えていただき、
微力ながら少々の歴史を残せた
のではないかと勝手に感じており

ます。入会当初から同期を中心に、たくさんの仲間ができました。特
に懇親会では異業種の皆さんと意見を酌み交わすことができ、業務
上のみでは聞くことのできないようなことまで話すことができ、所属
企業の広告代理店での仕事の考え方も少しづつ進歩したように思
います。ここでは思いを書き切ることは全くできませんが、とにかく
大好きな中央会を、今後も現役会員がどんどん良くしていくことを妄
想しつつ、今後のご活躍を祈っております。皆さん、本当にありがと
うございました。

県出向監事　岡田英憲
株式会社ライトスタッフ 取締役

irotoridori
第47期 副会長　木嶋　康之

株式会社 D･I･P
第47期 副会長　木嶋　康之

株式会社 D･I･P

　私はかなりの本好きです。本といってもみんな大好き、「漫画」
です。
　小学校低学年から『ドラゴンボール』を読み始め、今ではあら
ゆるジャンルの作品を読んでいます。今思えば、自分の興味や知
識のほとんどは漫画からスタートしているといっても過言ではあり
ません。たかが漫画と思われるかもしれませんが、想像力を高
め、読書の入り口になるということで、子供にもいい影響を与える
ものとされています。
　そんな沢山の作品を読んだ私のおすすめを一つ紹介します。
JAZZを題材にした『BLUE　GIANT』という作品です。ぜひ読
んでみて下さい。ネタバレになるので詳しくは語りませんが、誰も
見てくれないので読んでくれた方は私まで一報いただければと
思います。
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　そんな沢山の作品を読んだ私のおすすめを一つ紹介します。
JAZZを題材にした『BLUE　GIANT』という作品です。ぜひ読
んでみて下さい。ネタバレになるので詳しくは語りませんが、誰も
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　総務委員会の山根です。第７回大山お地蔵さまフェスティ
バルでは集客・ステージ部を担当します。来場者の方々にお
祭りの雰囲気を楽しんでいただけるよう、音と彩をテーマに
華やかなステージイベントを開催します。
　一人でも多くの方に参加いただけるように、委員会メン
バーで知恵を出し合い頑張っています。来場された皆様に
「来年も参加したい」と笑顔にできるようしっかりと準備して、
まずは運営する私達が楽しみ、盛り上がっていけるように進
めていきます。当日はぜひご家族をお誘いのうえ足をお運び
ください。

　総務委員会の山根です。第７回大山お地蔵さまフェスティ
バルでは集客・ステージ部を担当します。来場者の方々にお
祭りの雰囲気を楽しんでいただけるよう、音と彩をテーマに
華やかなステージイベントを開催します。
　一人でも多くの方に参加いただけるように、委員会メン
バーで知恵を出し合い頑張っています。来場された皆様に
「来年も参加したい」と笑顔にできるようしっかりと準備して、
まずは運営する私達が楽しみ、盛り上がっていけるように進
めていきます。当日はぜひご家族をお誘いのうえ足をお運び
ください。

第7回
大山お地蔵さまフェスティバル

活動報告
集客・ステージ部 総務委員会

副委員長　山根壮（株式会社ヤマネ産機　課長）

　第7回大山お地蔵さまフェスティバル広報部を担当する広
報委員会です。まずは当会会員企業様におかれましては本年
も同イベントへ多数の協賛を賜り、誠にありがとうございまし
た。広報部では、大山お地蔵さまフェスティバルをもっと地元
の皆さまや子どもたちに知ってもらいたい、大山や地域の魅
力を感じてもらいたいという思いのもとＰＲ活動を行っていま
す。フェスティバル当日が子どもたちの笑顔であふれるよう
な1日となるよう、ポスター・チラシなど既存の媒体に加え今
回はSNSや動画配信などを駆使して、より多くの皆さまに「お
地蔵さまフェスティバルに行ってみたい！」と思って頂けるよう
な楽しい情報を発信していきたいと思います。部員全員が一
丸となって頑張っておりますので、乞うご期待ください！
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広報部　広報委員会
小坂　泰彦（有限会社はなや　取締役）


