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　平成24年度直前会長を務めさせていただきます、水野一久です。
　まずもって平成23年度は皆様のご支援ご協力を頂き、無事終了することが出来ました。
本当にありがとうございました。
　今年度は森原会長の掲げるテーマ「愛」のもと、私を含めた役員と会員の皆さんの距離が
グーンと近くなるような運営を心がけたいと思っています。
　役員全員がいつも皆さんを気に留め見ていますので、困まったり不安になった時は気軽に
声を駆けて下さい。
　そして皆さんが青年中央会に入った「目的」を明確にし、現時点の「目標」をしっかりと

持って活動出来るように一緒に頑張って行きたいと思っています。
　目標は他人から与えられることが十分ありえます。社長や先輩から「青年中央会に入れ！」って言われたり、委員長か
ら「委員会も例会も休まず参加しろ！」と目標を持たされたりします。入会したり皆勤賞を貰ったりすれば、その時点で
の目標は達成です。
　しかし、目的は他人からは与えられません。意味や意義は自分で見出すものだからです。青年中央会で活動する意味と
か意義はどこからか勝手に降ってくるものではなく、自分が意志を持って、仲間ととことん付き合いながら、苦手な事に
チャレンジしながら、全行事に参加しながら自分自身で作り出していくものだと思います。微力ながらそのお手伝いをさ
せて頂きたいと思っています。一年間、どうぞ宜しくお願い致します。

平成23年度会長　水　野　一　久

　鳥取県東部中小企業青年中央会第38期会長を務めさせて頂きます森原義博です。
　どうぞよろしくお願い致します。
　歴史、伝統ある当会の会長にあたり身が引き締まる思いでございます。
　鳥取県東部中小企業青年中央会は、平成２６年に４０周年を迎えます。この大きな節目に
向け、益々魅力ある本会を築くためにも、良いことは継承し、新しいことにも挑戦し中央会
ブランドを構築していきたいと強く思う次第であります。
　24年度も、綱領にあります「英知」「友愛」「団結」とともに、当会のキャッチフレーズ「時
代に挑み、次代を創る」を実践していきます。また本会の行動指針であります「ＴＳＣ４つ

の挑戦」を確固たる信念で実行していきます。
　「絆」や「愛」が、東日本大震災を契機に様々な分野で考えられ、取り組まれています。本会にとっても、当たり前だ
ったことをもう一度考え、そして、当たり前のことを当たり前のようにできる会でありたいと考えます。それは、団結で
きる本当の仲間（組織）を作り、本年度テーマであります友愛の「愛」を実践し、個人と企業と本会の発展そして成長を
目指すということです。
　青年中央会に所属することが、わずか限られた期間で、本当の仲間を、生涯の仲間として私自身のものにすることがで
きるのか。それは、全てのことを全力でやった者が得られることになると思います。自分のために、相手のために真剣に
なれる青年中央会でありたいと考えます。
　家族に感謝して、仕事、青年中央会等、どれも欠かすこと無くすべてを全力でやります。また皆様のご協力も引き続き
お願いし、まだまだ未熟者、若輩者ではございますが、できる限り精一杯やり遂げますので、今後もご指導ご鞭撻賜りま
すようよろしくお願いいたします。

平成24年度会長　森　原　義　博

直前会長あいさつ

会 長 あ い さ つ
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例 ◆ 会 ◆ 報 ◆ 告

企業活力委員会　委員長　安部　剛司

　企業活力委員会は平成24年6月21日（木） ホテルニューオー

タニ鳥取 鶴の間（東・中）にて平成23年度卒業例会を担当さ

せていただきました。水野会長「感謝体現」年度の最後の例会

でしたが、会員91名、OB24名の合計115名もの方が出席され、

盛大に執り行うことができました。

　今年の卒業生の大田原会員、小西会員、この対照的なお二人

をどのように送り出したら喜ばれるだろうか？と、いろいろ考

えた結果、卒業生にも企画に加わってもらい、一緒に卒業例会

６月
卒業例会

ご卒業

　おめでとうございます

を作ってもらうことにしました。卒業生自ら参加してもらった結果、卒業生お二人の“会への心・気持ち”

を会員みんなにしっかり伝えることが出来た例会になったのではないかと思います。

また、卒業証書授与では、水野会長自ら、卒業生への“感謝”を表現され、会長の思いも深く伝わった

ことと思います。

　この例会が成功裏に終わったのも、企業

活力委員会メンバー、そして、他の委員会

の協力メンバーの皆さんが時間を惜しんで

手伝ってくれたおかげだと思っておりま

す。

　最後に、この例会に参加頂いた会員さん、

OBさん、そして卒業生に感謝・感謝の気

持ちです。皆さん、本当にありがとうござ

いました。
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　――３K＋１Kで頑張ります！――
　本年、タイアップ委員会の担当副会長を拝命し
ました、大田です。宜しくお願いいたします。数
年ぶりの役員、しかも、三役と言う大役に重みを
感じております。只、私が中央会に所属する上で
思っていることが、“３K＋１K”です。
　家族のK、会社のK、会のKそしてすべてに対
して共通して言える、感謝のKです。
　会長である森原会長の方針、そしてテーマであ
る『愛』　そして何よりも家族を大事にする、と
言うことに共感して受けました。やはり、会に所
属するには、家族と会社の理解がなければ活動は
出来ませんから。私の子供たちは夏休み、冬休み
と中央会の行事で育ちました、ですから今の若い
会員達の家族が楽しめる会作りをお手伝い出来れ
ばと思います。
　そして、担当委員会である、タイアップ委員会
小谷委員長、森副委員長の元それぞれの役は初め
てですが、行政と民間と組んで何が出来るかを会
員の皆さんにフィードバック出来ればと思いま
す。

副会長　大田　　哲
タイアップ委員会

　昨年に引き続き副会長を務めさせていただきま

す。 

　ビジネスを成功に導く為に必要な「行動力・実

行力」について担当するワンステップ委員会の皆

様と一年間完全燃焼したいと思います。

　今年度は森原会長の掲げるテーマ「愛」に満ち

た素晴らしい中央会を創りましょう。

副会長　松岡　秀樹
ワンステップ委員会

　平成24年度、森原新会長のもとで副会長をさ
せて頂くこととなりました牧浦です。今年度はテ
ーマ「愛」のもと、トラストアップ委員会と魅力
人委員会の２委員会を担当します。委員長、副委
員長、委員会メンバーが100％全力で活動する中
で、余裕をもって、自分の持ち味で活動できるよ
うサポートしていきたいと思います。
　１年間、まずは自分が楽しむことを大事として、
そして、会員の皆さんが楽しめるような活動にし
ていきたいと思います。６期ぶりの副会長ですが、
みなさま一年間よろしくお願いいたします。

副会長　牧浦　康寛
トラストアップ委員会・魅力人委員会

　３期連続で副会長を務めます安養寺です。森原

会長とは副委員長・委員長・副会長になった時期

が一緒ということもありまして、会に対する想い

や悩みを共有してまいりました。それだけに会長

が「愛」というテーマを掲げた意味もよく分かっ

ているつもりです。

　今年度は広報を任された井戸端 DE 委員会を担

当いたします。谷口委員長が、その持ち合わせた

強烈な個性で「愛」を外部アピールできるよう、

精一杯バックアップさせて頂きます。本年度もど

うぞよろしくお願いいたします。

副会長　安養寺　務
井戸端 DE 委員会

　本年度、副会長を務めさせて頂きます川口でご
ざいます。
　本年度のテーマである「愛」を常に意識し、経
営スキルの大きな要素である「決断力」を磨くこ
とに焦点を当てた決断力向上委員会と、２年後に
迫りました40周年に向けた基盤づくりの一翼を
担うサポート実行委員会を担当させて頂きます。
　まず、委員会活動をより充実したものにし、そ
の力を東部青年中央会全体の大きな力に昇華でき
るよう、微力ながら全力で取り組んで参りたいと
存じます。
　ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

副会長　川口　孝治
決断力向上委員会・サポート実行委員会
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新委員長の抱負

新年度がスタートし、新しい体制の中でこれからの
１年に思いを馳せておられることでしょう。新しい
年度も充実したより良い中央会活動となることを願
い、総務の任を降りたいと思います。皆様、１年間
お付き合いいただき、誠にありがとうございました。

編 集 後 記

　本年度、トラストアップ委員会の委員長を務めさせて頂

きます永美です。当委員会では、活動テーマを「自己にと

ってのホスピタリティの確立と、より丁寧な対人関係で勝

ち取る信頼」として活動します。「ホスピタリティ（＝お

もてなしの心）」について学びながら、日ごろのちょっと

した気遣い、心遣いにより、外部からの信頼を向上させる

ことを目標とします。若輩な？委員長ですが１年間どうぞ

よろしくお願いします！

トラストアップ委員会 委員長　永美　勝正

　中央会では是非とも役員を経験して下さい。
　そう教えていただいた新入会員研修会から3年…
　いよいよ委員長という大役を務めさせていただきます
吉田雅之です。
　森原会長から頂いた委員会テーマ「決断力」。
　そして本年度の大きな道標であります「愛」という言葉。
「恋は下心、愛は真心」と言いますが委員会メンバーだけ
でなく会員のみなさん全員と、そして家族や自分に関わる
すべての方々と愛し合っていけるような1年間にします。
　全力で頑張りますのでよろしくお願いします。

決断力向上委員会 委員長　吉田　雅之

　本年度、魅力人（みりょくびと）委員会の委員長を務め

させて頂きます山田です。当委員会では、「また逢いたい」

と思われる魅力人になる。というテーマで活動します。人

は誰しもその人にしかない「魅力」を持ち合わせています。

その個人の魅力（根っこにある強み）を委員会メンバーと

共に発見し、伸ばし魅力アップ（人間力を高める）を目指

します。委員長という大役ではございますが、委員会メン

バーと共に成長していきたいと思います。１年間楽しい委

員会にしましょう！宜しくお願いいたします。

魅 力 人 委 員 会 委員長　山田　　学

　本年度、タイアップ委員会の委員長を務めます小谷です。

当委員会では、「行政との連携」というテーマで一年間活

動いたします。行政との連携を通して、愛する各会員企業

と地域がともに潤うようにしていくことができるよう頑張

っていきたいと思いますので、ご指導よろしくお願いいた

します。

タイアップ委員会 委員長　小谷　直大

　谷口　貴（タカシ）は、青年中央会で、もっともやり甲
斐のあるであろう「委員長」という役に初めて任命された。
嬉しさ２割、不安３割、残り５割は悲しみかな。
　私は、人をひっぱて行ける人間ではないので、委員会メ
ンバーの方には多々ご迷惑をおかけするとは思いますが、
出来の悪い委員長を案じてか、当委員会には坂本副委員長、
安岡副委員長と二人の副委員長がいますので、ご安心下さ
い。
　彼らが最後には、ある意味笑っていて、ある意味泣いて
る委員会に必ずします。

谷口貴が誓います！　

井戸端ＤＥ委員会 委員長　谷口　　貴

　本年度、ワンステップ委員会の委員長を務めさせて頂き
ます田中雄之です。
　森原会長の掲げられたテーマ“愛”のもと、「実行力・
行動力」というキーワードを頂きました。あらゆる場面で
必要とされる「実行力」このテーマを基に、お客様・従業
員・家族から“愛”される経済人を目指し、実際に行動し
ながら学ぼうと考えております。
　また、総務担当委員会としてメンバー全員で役割分担し、
中央会の内部に触れることで中央会への“愛”も育んでい
きます。
　委員会メンバーの皆様、力不足な委員長ではございます
がよろしくお願いします。

ワンステップ委員会 委員長　田中　雄之

★７月入会
谷川　裕美　ソレイユ法務・ＦＰ事務所（決断力向上委員会）
奥村　尚通　株式会社 マエタ木材（決断力向上委員会）
上島　徹哉　Chronus 株式会社（ワンステップ委員会）
徳吉　雄三　有限会社 徳吉薬局（ワンステップ委員会）
合田　賢生　DESTINY GROUP CO, LTD（井戸端ＤＥ委員会）
霜村　俊二　鳥取市役所（タイアップ委員会）
村上　昭二　株式会社 RASPAC（トラストアップ委員会）
★新社屋祝い
森原会長　　ハロー保険　株式会社　新オフィス移転開設

Information
役員会

ホテルモナーク
原則第１木曜日18：30 ～

例　会
ホテルニューオータニ

原則第３木曜日18：30 ～

三役会
土地家屋調査士会館

原則第４木曜日18：30 ～

平
成
24
年

７月５日（木）新旧役員会
16：30 ～

19日（木）
魅力人委員会（通常総会・新年度例会）

26日（木）

８月２日（木）
14日（火）16：30 ～（本通り）

井戸端DE委員会（親子ふれあい　しゃんしゃん祭）
30日（木）

９月６日（木）
20日（木）

トラストアップ委員会（手作り例会）
27日（木）

10月４日（木）
18日（木）

タイアップ委員会（手作り例会）
26日（金）

11月１日（木）
14日（水）（とりぎん文化会館第一会議室）

決断力向上委員会（オープン例会）
29日（木）

12月６日（木）
20日（木）（ホテルモナーク）

ワンステップ委員会（手作り（クリスマス）例会）
27日（水）

（ホテルモナーク）

平
成
25
年

１月７日（月）18：00 ～
17日（木）

トラストアップ委員会（新年例会）
31日（木）

２月７日（木）
21日（木）

決断力向上委員会（臨時総会・手作り例会）
28日（木）

３月７日（木）
21日（木）（とりぎん文化会館第二会議室）

魅力人委員会（手作り例会）
28日（木）

４月４日（木）
18日（木）（とりぎん文化会館第二会議室）
井戸端DE委員会（手作り例会（40th検討例会））

25日（木）

５月９日（木）
23日（木）（とりぎん文化会館第二会議室）
ワンステップ委員会（臨時総会・委員会活動報告会）

30日（木）

６月６日（木）
20日（木）

タイアップ委員会（卒業例会）
27日（木）新旧三役会
（ホテルモナーク）

平成24年度　役員会・例会・三役会／日程（案）


