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　鳥取県東部中小企業青年中央会では平成24年11月14日、鳥取市文化センターにおきましてオープンセミナー

特別講演会を開催いたします。講師にヒューマンウェア研究所・所長・清水英雄氏をお招きし「思いやりの心が

ピンチを救う－ありがとうの力－」をテーマにご講演いただきます。「ありがとう志経営フォーラム」「表現道富

士山秀峰塾」「情勢判断学会」等から逸材の経営者、経営幹部を多数輩出し、経営者、経営幹部、そしてこれか

らの未来を担う若者の人間力向上育成に多大なる情熱を傾けられている清水講師。人をひきつけ、感謝を言葉に

表し、戦略・戦術の峻別から生まれる感謝の念、顕在意識・潜在意識・超意識など人間が持つ意識の層に働きか

ける「ありがとう」という言葉から生まれる感動経営の手法など伺います。

　「お客様満足に始まってお客様満足に終わる－サービス業の原点－」や「人間の力、人材の質で勝ち抜く」な

ど清水講師が携わってきた企業力をアップさせる方法などを交えながら「ありがとう」の言霊に満ちた感動講演

をお楽しみください。

決断力向上委員会 委員長　決断力向上委員会 委員長　吉　田　雅　之吉　田　雅　之

　平成24年度をスタートさせて頂き、気が付けばもう11月です。早いもので５カ

月目に入りました。７月８月は、オフィシャルな事業も多く、そのうえ年度替りと

いうことで、ご多忙中、会員の皆様にはご無理申し上げたこともありました。本当

に会員の皆様に助けて頂いたと思っております。そして、７月通常総会、懇親会

では大変お忙しい中、ご来賓の皆様、私達の先輩でありますＯＢの皆様、大勢の

方々にご参会くださいましたことを心よりお礼申し上げます。私達、青年中央会は、

将来を見据え先頭に立ち、より良い会の運営を目指してききます。

　８月に行われました「親子ふれあいしゃんしゃん例会」では、家族とのふれあい、

友愛、団結、青年中央会魂を皆で共感して頂き、ここでも皆様のご協力により大

成功であったと感じております。今年度のテーマである友愛の「愛」を今後も実践して頂けばと感じた次第です。

　９月例会からは、担当委員会による本格的な手作り例会がスタートしました。異業種が集う当会の会員同士の親交を

深めるということで、第１部を名刺交換・企業アピール、第２部をアイスブレイク、としてコミュニケーションを図り

ホスピタリティを高める例会を行いました。欲を言えば、遠慮することなく自社ＰＲ資料等を用いた企業アピールを全

面的に出して頂ければと感じております。会員の皆さん、サブテーマである「団結できる本当の仲間を作れ！」は実践

されていますでしょうか。当会に所属するわずか限られた期間で、本当の仲間を生涯の真の仲間として自分自身のもの

にしてください。それは家族、仕事、会の活動等、全てのことを全力でやった者が勝ちとれることだと思います。皆さ

んが健康で元気で活気あり、全会員が心から喜べる会を目指していきましょう。

　魅力ある青年中央会を作っていくには皆さんの「愛」が必要でございます。引き続きまして、皆様のご理解、ご支援

をよろしくお願いいたします。

会長あいさつ

会長　会長　森 原  義 博森 原  義 博
　　　　　　　　　　YOSHIHIRO MORIHARAYOSHIHIRO MORIHARA
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魅力人委員会 委員長　魅力人委員会 委員長　
山　田　　　学山　田　　　学
　新年度初めの「7月
例会」、森原会長「森
原丸船出の祝い」とい
うことで、大変緊張感
をもって向わせて頂
きました。

　今までの7月例会の反省点・申し送りなど先輩が残して
くれた資料をもとに徹底確認し、事務局・委員会メンバー
の協力を得て事前準備させて頂いきました。
おかげさまで当日は、来賓7名・ＯＢ26名・会員85名と
多数出席頂き、総勢118名で盛大に執り行う事ができまし
た。また懇親会の際にアクシデントがありご心配をお掛け
いたしましたが、皆様からご協力を頂きましてなんとか大
きなミスもなく無事に終える事ができました。
　その時に会としての団結力・愛をものすごく肌で感じま
した。また、自分自身の未熟さも痛感いたしまいた。
　その後のソレイユビルでの二次会にもＯＢ・現会員とも
多数ご臨席頂き温かいお言葉を頂きました。皆様本当にあ
りがとうございました。
　「7月例会」を通じて改めて委員会メンバーに支えられ、
ご参加頂いた皆さんに助けられてできた「7月例会」だっ
たと思います。
この皆様から頂きました「愛」を今後の中央会活動で少し
でも返していけたらと思っております。最後にこのような
貴重な体験の場を与えて頂きました事を感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

７月例会 井戸端DE委員会 委員長井戸端DE委員会 委員長
谷　口　　　貴谷　口　　　貴

　平成24年８月14日、当会は第48回鳥取しゃんしゃん祭・
一斉傘踊りに参加いたしました。昨年の初参加した時は同
好会でしたが、今年度は森原会長の新事業提案で、「第1
回親子ふれあいしゃんしゃん祭例会」として当会史上初の
例会行事で参加いたしました。
　参加者みんなで楽しみ、観客にも楽しんでもらう踊りを
披露する為、５月から傘踊りの練習を開始。今年は基本踊
りに加えてオリジナル踊りにも挑戦しました！
「やるなら！どんとやれ！ごついこと！」
　地域の素晴らしいイベントに参加する以上、元気の良い
当会の存在を大いにアピールする為、オリジナルTシャツ、
のぼり旗、目立つ給水車・大うちわ等、各種取り揃え38
年目を迎える当会の歴史に恥じないよう元気良く踊って参
りました。
　例会に参加された多くの方々が「一体感」を感じること
が出来た素晴らしい日となりました。例会に向けご協力
頂いた皆様
ありがとう
ございまし
た。皆様に
は小さな幸
せが訪れる
はずです！

８月例会

トラストアップ委員会 委員長トラストアップ委員会 委員長
永　美　勝　正永　美　勝　正

　９月20日（木）ホテルニューオータニ鳥取鳳凰の間に
て「ホスピタリティコミュニケーション」～信頼を向上さ
せる自己のホスピタリティの確立～をテーマとして９月例
会を行いました。
　ホスピタリティ（＝おもてなしの心）を重視し、「相手
目線での気遣い・心遣い」によりコミュニケーションを円
滑にすることで、外部からの信頼を向上させ、魅力的な人
物となることを目標とした手作り例会でした。
　第１部名刺交換、第２部アイスブレイクとして行いまし
たが、最初は緊張しながらの名刺交換でしたが、新入会員
もベテラン会員の紹介で会員同士が新たなコミュニケーシ
ョンを取っている姿はとても美しく、青年中央会ならでは
の例会となりました。
　また、この手作り例会を担当し、トラストアップ委員会
メンバーが一致団結し、結束力がより高まりました。あり
がとうございました。

９月例会 タイアップ委員会 委員長タイアップ委員会 委員長
小　谷　直　大小　谷　直　大

　10月18日（木）ホテルニューオータニ鳥取、鶴の間（西）
にて「新事業に挑み、地域に愛をフィードバックせよ！」
～身近な商品の開発から学ぶ新事業展開～をテーマとして
10月例会を行いました。
　今回の例会は、地域経済の活性化に貢献し、地域に対し
「愛」を示すため、我々が新事業展開に向けて一歩踏み出
すきっかけとなる取組みを行う手作り例会でした。
　新事業展開の一
類型である新商品
開発について理解
を深めるとともに、
演習を通じてその
プロセスの一部を
疑似体験していた
だきました。演習
は、新商品のコンセプト検討・絞込みと新商品の売り方検
討の２部構成で行いました。
　付箋と模造紙を使用することで、いつもは発言機会の少
ない方からもアイディアをたくさん出していただくことが
できました。
　この手作り例会を担当させていただくことで、タイアッ
プ委員会メンバーがより一層一丸となり、団結できました。
皆さん、ありがとうございました。

10月例会
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①企業名：土地家屋調査士松
　島浩之事務所
業務内容：土地・建物の表示
に関する登記の申請・手続き、
土地・建物に関する調査・測
量をする仕事をしています。
②工場で働きたくなかった。
　ライン作業が嫌いでした。

③ 
④趣味や特技は特にありませ
　ん。お酒全般が好きです。
　ウイスキーではアイラモル
　トが好きです。
⑤インドア派です。
⑥初恋の人の名前は？
　さちちゃん…だったかな？

⑦学生時代にしていたアルバイトは？
　居酒屋のアルバイト。
　Ｑ：アルバイトで失敗したこと、怒られたこと
　　　は？
　Ａ：お客さんに「目つきが悪い」と言って胸ぐ
　　　らをつかまれたこと。
　Ｑ：どう対処しましたか？
　Ａ：気にしなかった。
⑧行ってみたいところは？
　トルコ。首都イスタンブールが見てみたい。
⑨カラオケでは何をよく歌う？
　THE YELLOW MONKYをよく歌っていました。
⑨好きな色は？
　黒
⑩今までで一番高価な買い物は？
　車です。
⑪中央会に入ったきっかけは？
　安養寺副会長に誘われて・・・父親も入会して
いたので入会してみようと思った。

松島　慎悟　会員松島　慎悟　会員（トラストアップ委員会）（トラストアップ委員会）

①企業名：株式会社　鳥取

　オリコミセンター

業務内容：新聞オリコミ広

告を各新聞社の販売店に配

達する仕事をしています。

東部・中部エリアの配達が

多いですが、鳥取全県下、全国にも新聞オリコミ

広告を配送する手配ができます。

様々なデータ・情報をもとに、効率的に新聞オリ

コミ広告を配布するための提案も行っています。

②マスコミ関係の仕事、記者や編集の仕事をやっ

　てみたかったです。 

③

④アメリカンフットボール

　（NFL）観賞

　数あるスポーツの中でも

身体的に最も優れていると

思われるトップアスリート

たち（日本人なら日本一足

の速い人になれるくらい!!）

が、作戦・かけひきを駆使し、ゲームを進めてい

くことが、すごく魅力的で面白いです。

⑤基本的にはインドア派だと思います。

　１人でお酒を読みながら本を読んだり、音楽を

聴いたりする時間が好きです。

ただ、中学・高校のときには野球部だったので、

スポーツをすることも好きです。

今好きなスポーツはゴルフです。

⑥とっておきの思い出

　東京での学生時代、新聞奨学生として、新聞販

売店で営業や配達の仕事をしていた頃、世田谷エ

リアを担当し、同年代の中でトップの営業成績を

残せたこと。

　早朝から、夜までずっと働いていましたが、有

名人と知り合いになれたり、高級マンションに集

金に行ったり、いろいろな経験ができたことが良

かったと思います。

⑦今の仕事についたきっかけ

　いずれは家業であるこの仕事に就くと思って

いました。

⑧中央会に入って良かったことは？

　たくさんありすぎて分からないくらいです

が・・・

　まず、すごい人の話が近くで聞けること。

　講演を聞くよりはるかに勉強になると思いま

す。

　昔はそんな話を聞いても得ることはほとんど

ないと思っていたのが、今は得ることしかないと

思っています。

　今の自分を知ることができ、自己改革して努力

していく中で、自分はものすごく変われたと思い

ます。

　そして、本当の仲間ができました。

⑨委員長を務めてみて今の感想は？

　今はとにかく大変で、業務をこなすことに一生

懸命です。いずれ、委員長をやってみて良かった、

ためになったと思える時が来ると思います。

　まだ、役員を経験されていない方は是非役員を

経験し、中央会のことがどのようにして決まって

いくのかを経験してもらいたいと思います。

⑩今後の目標は？

　家族、従業員、仲間など共通の目的を持った人

たちを守れる経営者になりたいです。

あとは、委員会と二次会の全員出席・・・かな？

田中　雄之　委員長田中　雄之　委員長（ワンステップ委員会）（ワンステップ委員会）

森原会長！
　事件です！！
怪しい集団を発見
いたしました！！
これはその時の写
真です。

大きな男性に睨まれてしまいちょっとちびりました… 
どうやら不定期に集会を開き日本全土を走り回り仲間
を集めているようですので、今後も追跡調査をしてみ
たいと思います。

１．水野一久直前会長１．水野一久直前会長
２．常田孝一郎会員２．常田孝一郎会員
３．安養寺務副会長３．安養寺務副会長
４．森原義博会長４．森原義博会長
５．西根伸吾元会長５．西根伸吾元会長

６．鳥越宣孝元会長６．鳥越宣孝元会長
７．高木秀員会員７．高木秀員会員
８．倉光義和会員８．倉光義和会員
９．安東大輔会員９．安東大輔会員
1010．徳吉雄三会員．徳吉雄三会員

こんな自分が選んでしまって申し訳ありません。こんな自分が選んでしまって申し訳ありません。
甲乙つけがたい方ばかりなのですが・・・甲乙つけがたい方ばかりなのですが・・・

　今回のお宝は、谷口貴委員長
のお宝です。

　私の家にあるお宝というか骨
董品は、一番古いモノで、大正
11年製造の祖母です。
　しかし、ここでは紹介できな
いので、私がチョロチョロ買い
集めた時計を紹介しようと思い
ましたが、６年前ぐらいに「な
んでも鑑定団」に出させていただいた時に、評価額630万円で
した。という終わり方だとただの自慢みたいなので（すでに自
慢）、最近一目惚れして購入した「絵」を紹介します。
　今年の春に大阪でツタンカーメン展が開催されてたとき、近
くで不思議な絵の展示しているのを見つけ、一目惚れして購入
しました。
　絵の中にヒエログリフの隠し言葉「げん木」「やる木」「こん
木」が入っているらしく、飾っていると、「元気」「ヤル気」「根
気」がんばろう！という気になるらしいです。
　皆様も「元気」「ヤル気」「根気」がんばろう！という気にな
って下さい。
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ブルーマリーンズTSC-FC 限界ラバーズ

皆様に楽しみにしていただけるような『おおぞら』を目標に、井戸端DE委員会メンバーが一丸となって作成いたしました。いかがでし
たでしょうか？次号もより良いものを作るべく頑張りたいと思いますので皆様の御意見ドシドシお聞かせ下さい。作成に際して御協力
していただきました方々、本当にありがとうございました！

編 集 後 記

　今季からキャプテンを務めます山根です。
　皆さん、毎日を楽しんでいますか？
　TSC-FCはあなたの乾いた心を潤してく
れます。
　笑いあり、笑いあり、そして笑いあり・・・。
とにかく楽しいチームです。
　しかし、笑いだけではありません。
　現在では皆さんに認知されつつあるあの
Blues Cupが今年度も開催されます。（こ
の大会はTSC-FCが立ち上げ主催をしてお
り、鳥取市の強豪チームと前半・後半とふ
た月にまたがりフットサルのリーグ戦を行
うワールドカップに匹敵するような大会で
す。）
　大会優勝という一つの目標に向かい、メ
ンバー一丸となって真剣に練習に取り組ん
でいます。そう、メンバー全員が燃えてい
るのです。
　TSC-FCは今年度も、サッカーを真剣に
楽しめる、そんなチームを目指して日々頑
張っています。
　是非、練習や大会を見に来て下さい。
　おじさんたちが一生懸命ボールを追う
姿、きっとあなたの心に響きます。
そして、TSC-FCの虜になっていることで
しょう。
　今年度もTSC-FCを宜しくお願い致しま
す。

キング克　山根　克仁

★乾　昌平会員（三井生命保険株式会社 鳥取営業部）タイアップ委員会
　この10月よりお世話になります、乾と申します。わからないことだらけですが、青
　年中央会の皆様からたくさん学び、多くを還元できればと思っております。
　ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
★船越　誉裕会員（船越工業株式会社）魅力人委員会
　我社は平成14年（オール・エフト）として、事業を開始、平成20年９月24（船越
　工業株式会社）を設立。
　業務内容は、主に一般住宅の外壁工事を行っている。少人数ながらも、鳥取県に限
　らず、中国地方・関西エリアにても活動をしています。
★久本　幸広会員（株式会社久本管工）魅力人委員会
　設備.土木.基礎.外構.除雪業等、幅広くお客様に喜ばれ満足して頂けることを第一に
　丁寧な仕事、笑顔と機動力に自信をもって、魅力ある最良の会社を目指し努力に努
　めております。
★山本　桂会員（鳥取信用金庫）タイアップ委員会
　鳥取信用金庫は、役職員一人ひとりが、お客様の立場に立った、ご満足いただける
　金融サービスを提供することで、地域の発展・活性化に貢献することを目指してま
　いります。

新入会員紹介 新社屋落成

　「達ちゃん みなみを甲子園に連れてって」

　皆さん、最近青春してますか？

　創部９年目を迎えるブルーマリーンズも

今年度より森原監督・安養寺キャプテンの

新体制の元、活動を再開しております。そ

して、待望のマネージャーも谷川会員に決

定し、練習にもさらに熱が入って参りまし

た！気合いの入った紅白戦を経て、９月に

西部青中さんとの伝統の一戦に臨みました

が、残念ながら７－２で惜敗。。。負けはし

ましたが親睦が図れたとても良い交流戦で

した！

　どんなにチャンスがあっても君が「ゼロ」

なら意味がない。

　皆さん、野球経験は問いません。青春の

白球を追いかけようではありませんか？

　普段とは違う会員の姿を見るのも新鮮で

面白いと思いますよ！

　私の華麗なフィールディング姿も見れま

すのでこうご期待（笑）

　多数の参加をグラウンドでお待ちしてお

ります！ (*^^)v

皆生トライアスロン参戦記
　７月15日、全国に数多くトライアスロ

ンのレースはあれども、『鉄人』をうたえ

るのはここ皆生トライアスロンだけ。挑戦

したくても出場できない人のほうが多い聖

地のスタートラインに立てることのありが

たさ。波が高いためスイムがキャンセルに

なりラン８キロはゆっくり走ってほぼ最後

尾。 145キロと距離が短い割に日本一厳し

いと言われるバイクコースはどんなにつら

くともバイクから降りまいと心に決めて

なんとか６時間を切り、ラン42キロは重

い脚をとにかく前に出して進み、 折り返し

てからの中部の山上選手とのハイタッチ、

30キロエイドで西部の白石さんとの握手

がどれほど力になった事か！ありがとう皆

生！ありがとうボランティアの皆さん！！

ブルーマリーンズ期待の新人　松島　祐一 キリコミ隊長　前田　真教

★ハロー保険株式会社★ハロー保険株式会社
　　森原　義博（会長）　　森原　義博（会長）
　　片原二丁目に７月２日　事務所移転　　片原二丁目に７月２日　事務所移転

★株式会社Destiny★株式会社Destiny
　　合田　賢生（井戸端DE委員会）　　合田　賢生（井戸端DE委員会）
　　弥生町に10月1日「アトリエ」オープン　　弥生町に10月1日「アトリエ」オープン

　 小林　久剛会員　 小林　久剛会員（タイアップ委員会）（タイアップ委員会）

　　 11月17日御結婚されます。　　 11月17日御結婚されます。
　　 おめでとうございます。　　 おめでとうございます。


