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　皆さんこんばんは　この
度鳥取県東部中小企業青年
中央会第36期会長を務め
させていただきます。さ
て、我々東部中小企業青年
中央会は今年で36年目を
迎えます。その長い歴史の
中で35人目の会長を務め
させていただく事を大変光

栄でありますと同時に重みを感じている次第でござい
ます。36期のテーマですが、個性躍進と掲げ、サブ
テーマに次代を担うリーダーへ!! とさせていただきま
した。これはいつの時代のリーダー、トップ、経営者
たるもの時代を作ってきた人々は個性あふれる人ばか
りでした。青年中央会の会員の皆様には良い個性をた
くさん学び、そこで得た物を自社や自己の活動の場面

で生かしてもっともっと人をひっぱっていき、サブテ
ーマでもある次代を担うリーダーへとなっていってい
ただきたいと思い、このテーマとサブテーマとさせて
いただきました。自分の夢や目標へ進んでいく手段を
自分なりに見つけていただければと思います。そして、
今この青年中央会は中小企業がほとんどですが、いつ
の日か鳥取発の大企業がたくさんでるような会にして
いきたいと思います。
　青年中央会の思い、意思は変わらぬものとして、英
知、友愛、団結の綱領のもと30期よりのビジネスに
特化した会として時代に挑み、次代をつくる。青年の
会として一層はばたいていき40期、50期100期と
未来永劫輝いていく鳥取県東部青年中央会第36期会
長として全力でがんばっていく所存でございます。ど
うぞ皆様宜しくお願いいたします。

　皆さんこんばんは！

　晴れて直前会長となりま

した、西根でございます。

本当に１年間ご支援・ご協

力ありがとうございまし

た。振り返ってみますと昨

年度、様々な出来事がござ

いました。まずはなんとい

っても昨年夏に行われた衆議院選挙で、民主党が圧勝

し政権交代が行われた事が衝撃的でした。民主旋風を

受けた野党民主党が圧勝して非自民を中心とする民主

党政権が誕生し、長期与党であった自民党は本格的に

下野することになりました。これは、日本政治史で初

めて国政選挙で野党が圧倒的民意を得て政権交代した

例で、まさに前代未聞の出来事でした。

直前会長あいさつ直前会長あいさつ 平成21年度会長　平成21年度会長　西根　伸吾西根　伸吾

会長あいさつ会長あいさつ 平成22年度会長　平成22年度会長　鳥越　宣孝鳥越　宣孝

　また２月にはあの日本航空が上場廃止となりまし

た。日本の空を代表した名門企業は、株主優待も充実

し、市場でも代表銘柄でした。どんなに有名な上場会

社でも、株式市場から淘汰される厳しい現実を、投資

家側、消費者側の両側面で突き付けられました。

　こんな激動の時代の中、鳥越会長を中心に東部青年

中央会の皆さんには、不況に負けない、不況を活用し

た戦略を持ってこの１年間頑張って頂きたいです。５

年前、10年前の遣り方では通用しなくなっているか

もしれません。そのためには、もっと県外、中央に目

を向けて、情報を有効活用して頂きたいものです。私

も立場は変わりますが、この会を支えていきたいと思

っておりますので、本年度もよろしくお願い致しま

す。



2

例 会 報 告

６月６月卒業例会卒業例会 企業価値向上委員会　委員長　工藤　陽平

岸田　功さん 橋本　政彦さん

　企業価値向上委員会は平成22年６月17日（木）ホテルニューオータニ鳥取　鳳凰の間（西・東）に

て平成21年度卒業例会を担当させていただきました。現会員にとっては21年度の総決算、また５名のて平成21年度卒業例会を担当させていただきました。現会員にとっては21年度の総決算、また５名の

卒業生の皆様にとっては青年中央会での集大成ともいえる特別な例会を、会員79名、ＯＢ23名の合計卒業生の皆様にとっては青年中央会での集大成ともいえる特別な例会を、会員79名、ＯＢ23名の合計

102名が出席するなか盛大に執り行ないました。102名が出席するなか盛大に執り行ないました。

　同時に臨時総会が開催となり平成22年度新役員が無事承認され、鳥越新体制が発足した日となりまし　同時に臨時総会が開催となり平成22年度新役員が無事承認され、鳥越新体制が発足した日となりまし

た。た。

　卒業例会に向けては、委員会メンバーが一丸となってさまざまな企画を準備してきました。今回は卒　卒業例会に向けては、委員会メンバーが一丸となってさまざまな企画を準備してきました。今回は卒

業生に縁の深い方々にビデオレターへの出演を依頼し、普段なかなか言えないことを伝えていただきま業生に縁の深い方々にビデオレターへの出演を依頼し、普段なかなか言えないことを伝えていただきま

した。大爆笑あり、涙あり、久々に見るＯＢの姿に歓声ありと感動の場面が続き、準備してきた我々もした。大爆笑あり、涙あり、久々に見るＯＢの姿に歓声ありと感動の場面が続き、準備してきた我々も

ぐっとくるシーンが何度もありました。ぐっとくるシーンが何度もありました。

　例会後に卒業生の皆様から声を掛けて頂いたときは、私も感動で思わず涙してしまいました。　例会後に卒業生の皆様から声を掛けて頂いたときは、私も感動で思わず涙してしまいました。

　卒業生、ＯＢ、現会員が一体となって盛大な例会が開催でき、本当に感無量です。成功裏に終わる事　卒業生、ＯＢ、現会員が一体となって盛大な例会が開催でき、本当に感無量です。成功裏に終わる事

ができたのも企業価値向上委員会メンバーをはじめ、皆さんのご協力があってこそでした。この場をおができたのも企業価値向上委員会メンバーをはじめ、皆さんのご協力があってこそでした。この場をお

借りして深く御礼申し上げます。皆様、ありがとうございました。借りして深く御礼申し上げます。皆様、ありがとうございました。

ご卒業ご卒業
おめでとうございますおめでとうございます

山本　浩さん 小谷　和宏さん 平井　義一さん
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　平成22年度、副会長を務めさせて頂きます水
野一久です。昨年に引き続き２つの委員会を担当
させて頂きます。チャレンジ委員会は自分自身を
理解し、自らの成長の為にチャレンジする委員会
で、自己発見委員会は自分自身を売り込める人間
になる為に新しい自分を発見しよう！という委員
会です。本年のテーマである「個性躍進」に向か
って、自分の個性は何か、個性的なリーダーとは
どんな人間なのかを追及していきたいと思ってい
ます。一年間どうぞ宜しくお願い致します。

副会長　水野　一久
チャレンジ委員会・自己発見委員会

　今年度二期目の副会長をさせていただくことと
なりました。これまでの経験を生かしながら、鳥
越会長をサポートし、みんなでより楽しい中央会
活動ができるように、がんばりたいと思います。
　担当委員会は危機管理委員会で、鳥越会長の掲
げる今年度のキーワード「個性」に絡ませながら、
委員会で学んだことをメンバーそれぞれが自社に
フィードバックできればと考えます。もちろん勉
強だけでなく、活動を通してほんとの仲間づくり
をしてほしいなと思います。
　二期目ということで少しは落ち着いて会全体を
見ていくことができればいいなと思いながら、一
年間頑張りたいと思いますので、皆さんよろしく
お願いいたします。

副会長　千馬　高広
危機管理委員会

　今年度も副会長をさせていただきます常田で
す。担当させていただきます総務歴学委員会では、
安東委員長・谷口副委員長とともに、鳥越会長の
テーマ「個性躍進」を、激動の時代に自分の意思
を貫いた歴史上のリーダーたちから、現代に活か
せるそのリーダー像と個性について学ぶことで追
求するとともに、総務担当ですので、総務系委員
長の経験を活かして委員会をバックアップできれ
ばと思います。何より一年後にはみんなが会の中
で、自社において、何かしらの自信を持てるよう
な活動ができればと思いますので、よろしくお願
いいたします。

副会長　常田　孝一郎
総務歴学委員会

　平成22年度の副会長を務めさせていだくこと
になりました安養寺です。今年度テーマ「個性躍
進」の下、私が担当いたしますのは工藤委員長率
いるチーム経営委員会です。比較的役員経験者が
多い委員会で、既に個性も躍進中？の方々が…。
それに対し若い委員長、副委員長コンビが、委員
会テーマに掲げる「チームビルディング～個性
をまとめる力～」の能力を発揮できるか!?注目で
す！
　長いようで短い中央会の一年。やり残すことが
ないよう、しっかりと委員長、副委員長をサポー
トし、会長の支えとなって、会員の皆様のために
職務を全うしたいと思います。皆様どうぞよろし
くお願いいたします。

副会長　安養寺　務
チーム経営委員会

　本年度、副会長を務めさせていただきます森原義博
です。皆様と共に『より良い会づくり！』よろしくお
願いいたします。入会して私なりに突っ走ってきた４
年間でした。特にこの３年間（副委員長・委員長・県
出向等）を振り返ってみますと、私の人生の中におい
て最もあっという間に時間が過ぎた３年間でありました。
　昨年度は、県出向とサポート実行委員長を同時に努
めさせていただきましたが、サポート実行委員長をさ
せていただいたことにより、色んな場面で色んな方々
と語り合うことができ、中央会の『素晴らしさ』も知
ることができました。私個人の中央会でのテーマは『一
人でも多くの真の仲間づくり』です。ここを一番に考
え行動しております。
　担当はBODY & SOUL委員会です。松岡委員長、安
部副委員長、未熟者の私ですが、最後までよろしくお
願いいたします。会全体では、皆様のご協力もお願い
し、鳥越会長を精一杯全力で盛り上げていきたいと思
っております。

副会長　森原　義博
BODY & SOUL委員会
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新委員長の抱負

　今年度のテーマ『個性躍進』の下､当委員会ではビジネ
スライフを充実させる為に必要不可欠な仕事と日常生活の
良好なバランス感覚を『アスリート』的な要素を織り交ぜ
て実践していきます｡『健全なる精神は健全なる身体に宿
る』聞きなれた古い言葉ですが､ビジネスの成功を考えた
時に自身の『心身』の充実が重要な経営力の一つと言える
のではないでしょうか｡
　委員会活動ではあえて過酷な状況に挑戦することで『個
性』を磨き､一年後の劇的な変化を目指しつつ､タフで情熱
的な雰囲気を大切にしながらメンバー全員が一丸となって
盛り上がりたいと思います｡私は入会７年目にして初の委
員長を務めさせていただきます､全力で頑張りますので宜
しくお願い致します｡

BODY & SOUL委員長　松岡　秀樹
　本年度も引き続き委員長を務めさせて頂きます。工藤で
す！どうぞよろしくお願いします。
　鳥越会長より年度テーマとして「個性躍進」と頂きまし
た。当委員会では「個性は良いチームにあってこそ開花さ
れる」という考えのもと、「個性をまとめる力」にスポッ
トをあてて１年間活動していきます。
　青年中央会も５年目の年を迎え、会員同士の団結力＝チ
ーム力の素晴らしさを日々感じています。皆が結束して楽
しく・笑顔あふれる委員会になるよう頑張っていきます！
１年間どうぞよろしくお願い致します。

チーム経営委員会　委員長　工藤　陽平

　本年度、委員長を務めさせていただきます。安東です！
どうぞよろしくお願いします。
　鳥越会長より本年度のテーマとして「個性躍進」と頂き
ました。当委員会では「歴史（偉人）に学ぶリーダー像と
個性」という活動テーマ及び総務で1年間活動していきま
す。
　長引く不況の影響でこれからのリーダーシップの在り方
も大きく変わってきます。悩み多き時代だけに、厳しい状
況下でも自分の意思を貫いた歴史上のリーダーたちから現
代に活かせる、そのリーダー像と個性について学びます。
　初めての委員長ということで手探りなところもあります
が、委員会メンバーと楽しく勉強できたらと思っておりま
す。１年間どうぞよろしくお願いします。

総務歴学委員会　委員長　安東　　稔
　危機管理委員会の委員長大田原俊輔です。中心テーマは、
「交渉力」ですが、もう少し絞り込み危機管理と絡め、委
員会として取り扱うことにしました。ちなみに私の職業は
弁護士ですが、心理学の知識を駆使した交渉力の存在が、
企業間紛争や家族間紛争の解決の中で極めて役立っていま
す。ということで、今回、これらを経営理論の各種フレー
ムワークと合わせて整理し一年間でまとめてみようとい
う、かなり欲張った企画を建ててみることにしました。そ
の意味では、完全に委員長主導型の委員会です。ちょっと
厳しいけれども熱い委員会にしたいと思います。思いっき
り突っ走っていきますので、よろしくお願いします。

危機管理委員会　委員長　大田原　俊輔

　みなさん、こんばんは。チャレンジ委員会委員長の大塩
です。よろしくお願い致します。
　当委員会では、メンバー１人１人が初心に戻り、仕事を
する上での心構え・準備を再確認することに重点を置き活
動していきます。
　世の中の成功者と呼ばれる人が、それまでの道のりで実
践してきた「行動・考え方」から明日の知恵を学び、各々
がそれを自社の日常業務に取り入れていき、 より個性溢れ
る人材・企業を目指し勉強してきたいと考えております。
　１年間委員長という大役にチャレンジさせて頂くにあた
り、メンバーと過ごす時間を楽しみながら、笑顔の絶えな
い委員会作りに”チャレンジ”していきたい と思います。
最後に委員会メンバーの皆様、１年間よろしくお願いしま
す!!

チャレンジ委員会　委員長　大塩　憲司
　本年度「個性躍進」というテーマのもと、委員長を務め
させて頂きます松島です。当委員会では、今の自分自身の
現状をさまざまな角度から追求・探求し、自分を売り込め
る人になるにはどうすればよいか？を学び自分自身を再発
見していきたいと思います。又、サブテーマを「プラス思
考（前向き）」としました。現代社会で負の要素が取り巻
く中、ネガティブに物事を考える人も多いのではないでし
ょうか。何を始めるにしても自分自身がネガティブ（ゼ
ロ）では意味がないと思います。何事もポジティブ（前向
き）に考える事が成功への第一歩だと感じます。インター
ネットの普及・いろいろな物の技術の向上等で便利な世の
中となりましたが、いつの時代も最終的には「人 対 人」。
原点に返り自分自身を見つめ直し、磨くことが「個性躍進」
につながって行くと思います。
　「団結力」のある委員会を目指し、青年中央会への「団
結力」へ繋げて行きたいと思います。自己発見委員会の皆
様、若輩な委員長ではございますが、一年間よろしくお願
い致します。

自己発見委員会　委員長　松島　祐一

★加入申請者
井田　広之

長谷　　忠

高井　清貴

森　　雅道

瀬古　智昭

　我々は明日があると時間は無限だと勘違いします
が、時間は有限です。
　過去の時間を取り戻す事は出来ませんが、過去か
ら学び将来へ生かす事は出来ます。
　これから始まる新しい年度が実り多き１年である
事を願い、編集責任者を安東委員長に託したいと思
います。ありがとうございました。

編 集 後 記

Information平成22年度　役員会・例会・四役会／日程（案）
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