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　平成23年度の会長を務

めさせて頂くことになりま

した、水野　一久と申しま

す。どうぞ宜しくお願い致

します。

　昭和50年９月20日に

誕生しました鳥取県東部中

小企業青年中央会は、今年で37年目を迎えます。綱

領にある「英知」「友愛」「団結」とともに、今年度の

テーマである「感 謝 体 現」を実践していきます。感

謝とは「ありがたいと思うこと」で、体現とは「体で

表す・相手に伝える」ということです。誰もが生きて

いく中でいろんな人や事に感謝をすることがあると思

います。経営幹部である我々は、企業をとりまく数多

くの経営資源の中から「人」に注目し、「お客様・従

業員・仲間・地域の方々・株主」に感謝を表しながら、

企業の成長と、自分自身をさらけ出し生の自分で勝負

出来るような魅力を持ったリーダーを青年中央会から

どんどん輩出していきたいと考えます。

　また活動方針は「人を大切にする会作り」「ビジネ

スに特化した会作り」「リーダーとしての魅力アップ」

以上の３つです。

　微力ではございますが精一杯努力してまいりますの

で、どうぞ宜しくお願いいたします。

　平成22年度は多くの方

に支えられ職務を全うする

ことができました。大変お

世話になり誠にありがとう

ございました。これまでに

無い経験をさせていただけ

たこと深く感謝申し上げま

す。

 今年は未曾有の災害、それに伴うエネルギー問題、

環境問題、政治不信など、急務とされる課題に直面し、

経営者として非常に考えさせられる年となりました。

その中で、昨年度テーマ「個性躍進～次代を担うリー

ダーヘ」を通して私たちが考え学んだことは、今後の

難局を乗り越える大きなチカラになると確信しており

直前会長あいさつ 平成22年度会長　鳥越　宣孝

会長あいさつ 平成23年度会長　水野　一久

ます。自分の持てるチカラを信じてより一層邁進して

参りましょう。

　年度の最後は打ち上げ旅行に参加してきました。そ

れぞれの委員会の結束を見ると共に、1年間やり遂げ

た充実感、達成感を随所に感じることができました。

そしてなにより一人一人が逞しく個性躍進の成果を見

たように思いました。

　平成23年度は水野新会長のもと、華々しい門出を

迎えます。今こそ１年間磨き続けてきた個性を最大限

に発揮して、時代の一歩先を歩む素晴らしい１年にな

るよう頑張っていきましょう。私も直前会長という立

場から、水野会長の盛り立て支援していきたいと思い

ます。今年度も引き続き皆様のご協力を何卒よろしく

お願い申し上げます。
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例 会 報 告

６月卒業例会 ＢODY＆SOUL委員会　委員長　松岡　秀樹

　ＢＯＤＹ＆ＳＯＵＬ委員会は平成23年６月16日（木）ホテルニューオータニ鳥取 鶴の間で平成22

年度卒業例会を担当させていただきました｡ 「個性躍進」年度の集大成として､卒業生１名､会員83名､

ＯＢ23名の合計107名が出席するなか盛大に執り行いました｡

　今回の卒業例会では企画当初から斬新な意見が数多く上がり､卒業生の細砂さんに喜んでもらいたいと

いう共通した意識のもと､委員会メンバーがひとつになって準備してきました｡

　細砂さんの中央会人生を振り返るビデオレター ､現役とＯＢが力を合わせて会場がまさに一つになった

情熱のバンド演奏､記念の花束贈呈にサプライズで登場した2009ミスユニバース日本代表の佐々木エル

ザさん｡

　もりだくさんの内容を限られた時間の中で凝縮させた例会運営が出来た事､私の一方的な願いを「形」

にしてくれた委員会のメンバーと関係の方々 ､そして会場にお越しいただきました全ての皆様に感謝の気

持ちでいっぱいです｡

　今回改めて青年中央会のパワーを実感しました｡ 今年度の締め括りがあれだけ盛り上がったのは皆様

のご協力があってこそだと思います｡

　この場をお借りして深くお礼申し上げます｡  本当にありがとうございました｡

　ＢＯＤＹ＆ＳＯＵＬ委員会は平成23年６月16日（木）ホテルニューオータニ鳥取 鶴の間で平成22　ＢＯＤＹ＆ＳＯＵＬ委員会は平成23年６月16日（木）ホテルニューオータニ鳥取 鶴の間で平成22　ＢＯＤＹ＆ＳＯＵＬ委員会は平成23年６月16日（木）ホテルニューオータニ鳥取 鶴の間で平成22

ご卒業
おめでとうございます
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　昨年度に引き続き今年も副会長を拝命いたしま
した。力不足を認識してはおりますが、私なりに
お役に立てることがあると思います。できること
はもちろん、できないこともより一層の努力をし
て精一杯頑張りますので、皆様どうぞよろしくお
願いいたします。
　今年の当会のテーマは『感謝体現』。優しい人
柄の水野会長らしい良いテーマだなと思います。
ここ数年の当会活動は、自己の能力を向上させる
ことに主眼を置いてきたと思います。今年は今ま
で学んできたことをベースに、当会に関係する
方々をはじめ地域へ恩返しができるよう頑張りま
す。

副会長　安養寺　務
地域活力向上委員会

　本年度副会長を任命されました田中克治です。
１年間宜しくお願いいたします。
　一昨年は委員長をさせて頂き、昨年は県出向を
やらせて頂き本当にありがたく思います。本年も
中央会メンバー一人一人のお役に立てるよう、又、
水野会長のお役に立てるように役職を全うし、他
の副会長に迷惑をかけぬようにし日々勉強させて
頂きたいと思います。
　又、本年はサポート実行委員会の担当副会長も
おおせつかっております。会のメンバーのサポー
トをさせて頂きながら、会員増強にも力を入れて
１年間頑張って行こうと思いますので会の皆さん
もどうぞ宜しくお願いいたします。

副会長　田中　克治
経営権確立委員会

　皆さん、こんばんは！今年度副会長を務めさせ
て頂きます、茶谷です。若輩者ではございますが、
精一杯がんばりますので、よろしくお願い致しま
す。水野会長年度テーマは、『感謝体現』ですが、
この中央会へ入会させて頂き、本当に感謝の一言
です。様々な業種の仲間ができ、貴重な勉強や体
験を通じて多くの事を学ばせて頂きました。
　そしてこの１年も安部委員長の掲げるテーマ
「従業員への感謝」を全力で学び、皆でスキルア
ップしていきたいと思っております。

副会長　茶谷　友士
企業活力委員会

　今年度も引き続き副会長をさせていただくこと
になりました森原です。
　２年目の副会長ということもありまして、ある
意味プレッシャーではありますが、自分なりに、
そのままの姿で色んな事に挑戦していきたいと思
います。
　水野会長をしっかりサポートし、ＣＳ向上委員
会でもテーマに沿ってしっかり学んでいきたいと
考えております。今年度も同じく、個人的なテー
マは『真の仲間づくり』です！
　本当にまだまだ若輩者ではございますが、出来
る限り精一杯、自分なりに頑張っていきたいと思
います。皆さん！よろしくお願いいたします！

副会長　森原　義博
ＣＳ向上委員会

　今年度、副会長を務めさせていただきます松岡
秀樹です。
　水野会長が掲げる「感謝体現」のもと､高木委
員長率いるスタンディング委員会を担当します。
　委員会のテーマ「心－しん－の仲間づくり」に
ついて１年間じっくり取り組むと同時に、昨年度
の経験を活かし委員会活動を全力でバックアップ
していきます。
　中央会人生も８年目を迎えました､今年度もこ
の素晴らしい会を微力ながら盛り上げていきたい
と思います。
皆様､どうぞよろしくお願い致します。

副会長　松岡　秀樹
スタンディング委員会
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新委員長の抱負
　今年は２年連続、３回目の委員長経験で
す。卒業予定者でもある私にとっては、今年
が最後の年、今までの青年中央会での活動の
集大成です。「経営権確立」の委員会テーマ
を、「マネジメントと交渉力」の観点から「ビ

ジネスに特化した会」の名に恥じぬよう実践することによ
り、メンバーが是非出席したい、これなら会費が安い、と
感じられる委員会活動を目指します。

経営権確立委員長　大田原　俊輔

　みなさん、こんばんは！
　本年度、「地域活力向上委員会」の委員長
をさせていただきます橋本　正幸です！
　当委員会では、本年度のテーマ「感謝体
現」の下、「地域」というキーワードをいた

だきました。経済人として、また中央会の一員として「感
謝」をどのような形に表していくのかを考え、そのために
当委員会では会員企業の業績ＵＰ、新規ビジネスの開発に
つながるより実践的な委員会活動を行っていきたいと思い
ます。
　また、総務担当委員会ということもあり、委員会メンバ
ーで役割を分担し参加意識を高め、出席率UPを目指しま
す。
　１年間、どうぞよろしくお願いいたします。

地域活力向上委員会　委員長　橋本　正幸

　昨年度に続いて、委員長を務めますＣＳ向
上委員会の松島祐一です。皆さんどうぞよろ
しくお願い致します！
　年度テーマ“感謝体現”の下、「お客様に
感謝」のキーワードを頂きました。当委員会

では現状のＣＳ（お客様満足）を見直す事から始め、お客
様に満足して頂けるコミュニケーション作りや好感を持た
れる接客マナーを学び、おもてなし上手で「顧客」につな
がる第一歩を模索していきたいと思います。
　委員長２年目のプレッシャーもありますが、委員会メン
バーに「感謝の心」を忘れずに、人と人の繋がりが「絆」
となるような温かい委員会を心掛けたいと思います。若輩
な委員長ではございますが委員会メンバーの皆さんどうぞ
１年間よろしくお願いします。

ＣＳ向上委員会　委員長　松島　祐一

　一歩踏み出す勇気～大切な仲間へ喜びを
与え感謝を贈る～という活動テーマのもと
一年進行していきます。
　今、青年中央会にもう一歩心が入らない会
員に感じてほしい。

　青年中央会の素晴らしさ、たくさんの仲間の影響、自己
の成長や経験。
一歩踏み出す勇気を持ち、貴重な今を大切に過ごしてほし
い。
　水野会長の今年度テーマ「感謝体現」を通して、言葉で
伝える感謝に、プラス行動で伝える感謝を、相手の心に伝
えられることを一年通して徹底的に実践して、青年中央会
をさらに好きになり、この会で出会うことが出来た会員に
一層感謝出来き、会を盛り上げ、地域を盛り上げ、経営者、
経営幹部をして、心ある自分で、心ある会社作りの出来る
トップを目指します。

スタンディング委員会　委員長　高木　秀員

　本年度、企業活力委員会の委員長を務めさ
せて頂きます、安部剛司です。どうぞ宜しく
お願い致します。
　水野会長から頂きました、“感謝体現”の
テーマのもと、当委員会では従業員への感謝

にスポットを当てて考えていきます。
　改めて、従業員への感謝という事を考えてみると、今の
世の中、経済状況、雇用状況ともに厳しい時代です。その
ような中、従業員の皆さんは、日々、不安な気持ちで仕事
をされている方も多いと思います。企業にとって重要な財
産である従業員が、そんな気持ちのままでは、業績や仕事
の質にも影響が出てしまうのではないでしょうか。
　そこで、当委員会は従業員満足を向上させる事が、従業
員への感謝と考え、従業員にとって働きやすい環境とは何
か、そして、従業員の求める企業像を様々な視点から勉強
し、我々自身のスキルを上げる事で、それぞれの企業を活
性化していければと思います。
　初めて委員長という大役を頂き、不安もありますが、個
性あふれる委員会メンバーと共にしっかり勉強をし、皆さ
んの企業のお役に少しでも立てられるよう頑張りたいと思
います。

企業活力委員会　委員長　安部　剛司

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
ホテルモナーク

原則第４木曜日18：00 ～
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成
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年

７月７日（木）
21日（木）

通常総会・新年度例会
26日（火）

８月１日（月）
７日（日）

親子ふれあい（小沢見海水浴場）
25日（木）

９月１日（木）
ホテルニューオータニ

15日（木）
手作り例会

29日（木）

10月６日（木）
20日（木）
手作り例会

27日（木）

11月２日（木）
16日（水）
手作り例会

24日（木）

12月１日（木）
15日（木）
手作り例会

22日（木）

平
成
24
年

１月６日（金）
18：00 ～

19日（木）
新年例会

26日（木）

２月２日（木）
16日（木）

臨時総会・手作り例会
23日（木）

３月１日（木）
15日（木）

スーパー手作り例会
22日（木）

４月５日（木）
15日（日）

フラワーフェスティバル
26日（木）

５月10日（木）
24日（木）

臨時総会・委員会活動報告会
31日（木）

６月７日（木）
21日（木）
卒業例会

28日（木）

★加入申請者
中島　健太会員　CRAFT（企業活力委員会）

谷口　隆之会員　やまこう建設㈱（企業活力委員会）

安東　大輔会員　㈱マルテSF（スタンディング委員会）

奥田　卓志会員　OKUDA　PAINT（地域活力向上委員会）

村中　俊介会員　（有）大巧（地域活力委員会）

堂下　秀喜会員　三井住友海上火災保険㈱（CS向上委員会）

倭島　孝史会員　（有）和島鉄工所　（CS向上委員会）

光浪　卓哉会員　（有）イナバ葬祭センター（経営権確立委員会）

★新社屋落成
千馬　高広会員　有限会社パイプフレンド パイプフレンド福山営業所

　７月に入り暑い日が続いていますが、暑さ対策は大
丈夫でしょうか？
この１年おおぞらの編集を通して、学ぶ事がたくさん
ありました。非常に充実した年度を過ごせたと思いま
す。新しい年度が充実した活動になりますよう、橋本
委員長にバトンを渡します。
　皆様１年間お付き合いいただき、ありがとうござい
ました。

編 集 後 記

Information平成23年度　役員会・例会・三役会／日程


