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　会長という大役を仰せつかり、何よりも皆様に支えていただきながら任期を全うするこ
とができました。本当にありがとうございました。このお礼の文章を考えていますと、こ
の１年間に多くの貴重な経験をすることができ、そして全ての事業を成功裡に達成できた
のは、会員の皆様、会員のご家族の皆様、会員企業の皆様、ＯＢの皆様のご理解とご協力
によるものだと感謝に堪えません。また中部・西部の青年中央会の皆様、そして他の団体（特
に５青協など）の貴重な連携や仲間たちがこれからの一生の財産であります。私は、会長
という立場からこの一生の財産を皆さんよりほんの少し多く頂けることが出来たことは役
得であったなと恐縮する次第です。
　さて、今期のテーマを友愛の『愛』とし、サブテーマに『団結できる本当の仲間をつく

れ』で出発致しました。青年中央会に所属することは、限られたわずかな期間で本当の仲間を生涯の仲間として自身のものに
することができる。それはすべてのことを全力でやった者が得られることなのだと。これから先も、我が青年中央会は、自分
のために相手のために真剣になれる青年中央会になって頂きたいと思います。そして当会の特徴でもありますが『ビジネスに
特化した会づくり』を全面的に掲げております。今期は、各委員会の委員会活動として、ビジネスで必要とされることである
『行動・実行力』『安全・安心力』『決断力』『魅力』『地域・行政との連携』の５つのキーワードを軸として学んで頂きました。
会員の皆様にはシッカリと学んで頂いたと思いますが、今後のビジネスの場で遺憾なく発揮して頂ければ幸いです。
　当会は来年には『40周年』という大きな事業を迎えます。この大きな節目の年に向け更なる『魅力ある青年中央会』を築
いていきます。私は、誇れることは継承していき、新しいことも取り入れながら『中央会ブランド』を構築していきたいと強
く思うところです。今こそ現会員とＯＢの皆様の全員の結束が、本当に必要なときであります。現会員は、当会のキャッチフ
レーズ『時代に挑み、次代を創る』を念頭に、40周年の準備ができるということの有難さを感じて頂き、私達の手で自信を
持って実践していきましょう。
　最後に会員の皆さん、本当に『ありがとう』。そして、私を近くで支えてくれた平成24年度の役員の皆さん本当に感謝して
おります『ありがとう』。最後の最後に、この１年間、好き勝手をさせてくれて、文句ひとつ言わなかった『家族愛』に『あ
りがとう』と感謝の言葉を贈ります。

会長あいさつ

会長　会長　森 原  義 博森 原  義 博

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２月例会 魅力人委員会 委員長　魅力人委員会 委員長　

山　田　　　学山　田　　　学３月例会
　２月例会では「決断力の向上」を図るため、
企業の昇進・昇格試験でも行われているインバ
スケットゲームを元にアレンジを加えた「決断
力養成ゲーム」を行いました。決断を求められ
る状況において、どの情報を優先に判断を下し、
最も適切な解決策を見出し、どのような指示を
出して困難を乗り切るかという経営者・経営幹
部にとって必須な決断力を養いました。さまざ
まな情報が錯綜する中、個人のスキルがそのま
ま結果として現れるシビアなゲームにもかかわ
らず、会員皆さんのとてもレベルの高い案件処
理能力に、大きな手ごたえと意義を感じた例会
となりました。共に運営した委員会メンバー、

そして真剣に
例会に取り組
んでいただい
た全会員の皆
さんにお礼を
申し上げます。
ありがとうご
ざいます。

　３月手作り例会は、「和の心で魅力を再発見」～地域への「愛」のカタ
チ～というテーマで行いました。（株）和想の池田代表を講師としてお招
きし、人生観や和の心、ビジネスだけではない生き方についてご講演頂
きました。第二部は池田講師のお話を参考に、自社の商売を通じた地域
への愛のカタチ（地域への貢献や還元）を個人で考えて頂いた後、グル
ープディスカッションにてさらに突っ込んだ意見交換をして頂きました。
　実はその地域への愛のカタチ（地域への貢献や還元）が経営理念や自社、
自身の揺るぎない「根っこ」の部分になると考えたからです。その「根っこ」
となる部分が魅力であり、その魅力を掘り下げ、社員・仲間に伝えるこ
とでより強い共通の目的意識になると考えます。それを確立し共有する
ことにより強固な会社・仲間ができると考えたからです。
　また、この３月例会は、講演会形式とディスカッション形式を融合さ
せることに挑戦した例会でもありました。皆さんに何か持って帰ってい
ただける例会を目指して何度も臨時委員会を設け、委員会メンバー全員
で一から作り上げた例会でし
た。結果、全会員に自社の魅力
を再発見、再確認して頂き、会
員・仲間に自身・自社の「魅力」
を伝えられたのではないかと思
います。最後に時間の無い中、
尽力頂いた魅力人委員会のメン
バーに感謝です。ありがとうご
ざいました。
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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４月例会

ワンステップ委員会 委員長ワンステップ委員会 委員長　　　　田　中　雅　之田　中　雅　之５月例会

　４月18日（木）とりぎん文化会館第２会議室にて４月例会を開催いたしました。「40周年について考える」例会と
いうこともあり、年度当初から井戸端DE委員会ではどのような例会にするのか議論を重ねてきました。その結果、会
員全員に40周年について意識を持ってもらい、一丸となって向かっていくきっかけとなる例会にしよう！を主旨とし
て、中央会や40周年についてディスカッションする例会を開催することとなりました。
　例会では、「ビジネス」、「出会い・仲間」、「成長・進化」、「次
世代」、「地域貢献」の中央会に関する５つのテーマのもと、
グループに分かれてディスカッションを行いました。自分の
想いを話し、他の会員の想いを聞くことにより、一人一人が
40周年について何らかの意識を持っていただけたのではな
いでしょうか。
　例会当日まで井戸端DE委員会の皆さまにはいろいろと御
協力していただきまして、本当に感謝しております。ありが

今よりさらに　　　　
ビジネスに特化させる

提　言

□　よりビジネスに特化した会にしたい

□　ビジネスを本気で勉強出来る会にしたい

□　異業種コラボ

□　企業PRが出来る機会

□　仲間・人脈づくり

□　中央会ブランドの向上

　最後の担当例会として、今年度の委員会活動を締めくくります活動報告会と、臨時総会を行いました。
　次年度の役員の方々が承認されたあと、６委員会・サポート実行委員会の活動報告を各委員長に発表をしていただき
ました。
　24年度のテーマ「愛」～団結できる本当の仲間を作れ
～のもと、それぞれの委員会が年度テーマに沿った活動
をしてきたことを知ることができました。森原会長、素
晴らしいテーマを与えて頂きありがとうございます。
　また、タイトな時間配分の中、各発表者の方々のご協
力もあり、時間内に閉会できたこと感謝いたします。
　リハーサル、当日運営等ご協力いただいた委員会メン
バーの皆様、各発表者の方々、会員の皆様、本当にあり
がとうございました。

とうございました！
　また、例会では真剣にディスカッションしている会員の皆
さまの様子を観て、中央会に対する愛を感じました！
次年度からは、本格的に40周年に向けて動き出していくこ
ととなります。会員一丸となって、楽しみながら向かってい
きましょう！
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卒業生２名に贈る卒業生２名に贈る　四字熟語

土　 江　 征　 典
決断力向上委員会
平成18年度 入会

最
は

初
な

乃
の

恋
れん

～はつこい～

意味：土江さんの主城である「花のれん」

鳥取最高峰の職人が最も旬で最も新しい郷土の食材

を提供する空間。

そこで出逢う逸品はどんな料理よりも美しく儚く、

それでいて口にするとまるで初めて経験した恋のよ

うに身体中にほとばしる衝撃。

いつまでも忘れられない心に残る味を鳥取から日本

の皆さんへ。

人との出逢い、食との出会い。

それはいつも初恋のような感動であって欲しい。

入会のきっかけ
　（有）ミナミの岡本元会長からお声掛け頂
き、大阪から帰鳥の際に、改めて知り合い
が少ないと実感したこと、またさらに異業
種の方とも交流を深めたいと思い、入会さ
せて頂きました。
　７年間、会員の皆さんの、魅力や優しさ、
熱いパワーで引っ張って頂いたことに感謝
の思いでいっぱいです。私の人生の中でか
けがいのない大切な時間をこの青年中央会
で過ごすことができました。
後輩のみんなへ
　今までありがとうございました。時が過
ぎるのは本当に早いものだと、改めて感じ
ております。だからこそ青年中央会の活動
の中で、沢山の事を学んだり、一生の友と
巡り会うことと思います。悔いのない青年
中央会活動を送ってください。みなさんの
ご活躍を心よりお祈りしております。

平　 井　 淳　 子
魅力人委員会
平成18年度 入会

淳
じゅんぷうわじん

風 和 人

意味：素直で人情が厚く、和の心を持った魅力人
淳風／素直で、人情の厚いという意味。（淳）淳子
　　さんの名前より
和／和服がとてもよく似合う、和の心をもった人
人／ラウンジ人より

いつも温かく迎え入れてくれる癒し空間「ラウンジ
人」これからも素直で人情味あふれ、着物の似合う
魅力的な女性でいてください。
そしていつまでも私たちを温かく迎えてください
ね！

　私は跡継ぎとして鳥取に戻ってきたので
すが、少し落ち着き始めた頃、たまたま先
に入会していた弊社職員が退職して青年中
央会が空席になった時期がありました。私
自身の地元での横の繋がりを広げるには良
い機会かと思い、入会いたしました。
　会員には独力で起業して活気のある方や
私と同様に将来の後継者も多く、個性あふ
れる集団という印象でした。
　最近は女性会員も増え、業種も多様にな
って、まさに友愛を深めて自己を研鑽でき
る素晴らしい環境かと思います。
引き続き現役会員の皆様には、自らの成長
と社業の発展を通じて、鳥取の明るい未来
を築くフロントランナーとしてますますご
活躍されますよう期待いたします。



１年をふりかえって１年をふりかえって
井戸端ＤＥ委員会　　　 委員長　谷口　　貴 タイアップ委員会　　　　委員長　小谷　直大

トラストアップ委員会　　委員長　永美　勝正 魅力人委員会　　　　　　委員長　山田　　学

決断力向上委員会　　　　委員長　吉田　雅之 ワンステップ委員会　　　委員長　田中　雅之
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①企業名：有限会社　プロフィット
業務内容：飲食業・小売業。
PR：焼肉宴楽ではＡ４、Ａ５等級の黒毛和牛の
希少部位をなるべく低価格で提供させていただい
ております!!
②昔の写真・夢：周りから勧められていたのは学
校の先生（教員免許ももっています）だったが、

家業が自営業であったこともあり、小さい頃から自分で何かをやりたか
ったです。
③現在の写真

④趣味・特技・好きなものは？
　基本的にはアウトドア派です。
　釣り、料理作りなど。最近はゴルフに力を入れ
始めました。
⑤好きなお酒は？
　焼酎です。最近はハイボールをよく飲みます。
⑥今の仕事の魅力、大変だったことは？

　焼肉だけではなく、季節の食材や海産物を出すなど、始めた時よりこ
だわりが増え、楽しみながら仕事ができるようになりました。やはり「お
いしい」と言ってもらえたときはうれしいですね。
　起業して２年目が大変でした。１年目は珍しさからか、お客さんが多
かったですが、２年目はお客さんが減ってしまいました。辛抱の時期だ
ったと思います。
今は０からスタートして、少しずつ築いている時期ですね。
⑦中央会に入会するきっかけ、入会前のイメージは？
　父親の紹介です。
　とにかくすごい人の集まりなのだろうなというイメージでした。
⑧中央会に入って良かったことは？
　やっぱり仲間が増えたことかな？
⑨今後の目標は？
　仕事では、多店舗展開です。
　中央会では、来期は委員長を務めさせていただきます、挑戦の年です
ね。とにかく、委員会メンバーに楽しんでもらえる委員会にしたいです。
楽しい委員会なら必然的に出席率もあがると思いますので・・・頑張り
ます。

西尾　　崇　会員西尾　　崇　会員（ワンステップ委員会）（ワンステップ委員会）
①企業名：弁護士法人　西川総合法律事務所
業務内容：主に扱っている案件：交通事故、離婚、債務整理、
相続、労働問題、債権回収など。
PR：中央会関係者の方は初回相談料無料とさせていただきま
す!!
②昔の写真・夢：小さい頃は小児科の先生です。小児ぜんそ
くを患っていて、病院通いをしていた頃、先生が親切に対応
してくれたということもあり、将来は自分のような子を救え

たらと思っていました。
③現在の写真

④趣味・特技・好きなものは？
　ジム通い（週３回ほど）、将棋、ゴルフです。
　運動は好きなほうではないですが、体を動かすことで、気
持ちが安定し、良いストレス解消になっています。
　将棋は主にネット将棋をしています、日本将棋連盟、初段
の段位をもっています。
　ゴルフは年に１、２回、だいたい100ちょっとでまわります。
最近は練習していないですね、もともと運動嫌いなので（笑）。

⑤今の仕事に就いたきっかけ
　高校の頃は理系で技術者になろうかと思っていたのですが、高３のとき、裁判所
の書記官をしていた父親に、「法学部へ行け！！」と言われ、文系へ・・・、やは
りスポンサーには逆らえなかったですね。
⑥今の仕事の魅力は？
　ものすごく緊張感のある仕事ですが、依頼者の役に立っている実感のある仕事だ
と思います。経営者サイドにたった案件で、解雇無効から有効の判決を勝ち取った
時はうれしかったです。
⑦中央会に入ったきっかけ、イメージは？
　知り合いに話を聞いたり、ネットで調べたりして、経営者として見識を高めたい
と思い入会しました。
　ビジネスの会というイメージが強かったです。
⑧入会されて間もないですが、現時点の感想は？
　委員会に出席するたびに谷口委員長に「全然勉強にならん委員会でごめんよ、来
年はしっかり勉強できるから」と言われるのが印象的でしたね。みなさんわきあい
あいとしていて、仲の良い会だなという印象です。
　委員会、例会の出席率の高さにびっくりしました。
⑨今後の目標
　弁護士として人の役に立つために敷居の高さを払しょくし、地域の皆様に利用し
てもらいやすい事務所にしていくのが目標で、今は実現の手段を模索しています。
　中央会では委員会、例会に出席していれば、必ず何かを得られると思いますが、
逆に自分が何の役に立てるのかというと、これはなかなか難しいと思います。自分
が入会することで何か中央会の役に立てればと思っています。

西川　文雄　会員西川　文雄　会員（井戸端ＤＥ委員会）（井戸端ＤＥ委員会）

編集長事件で
す！広島に取材
に行った時、創
業145周年の老舗
和菓子屋の長男が

謎のバイク集団に囲まれていました!!
　調べたところその集団は中部・西部、さらにOB世代
まで勢力を伸ばしている模様です。車を運転中にバイ
ク集団が近寄ってきたら気を付けてください！

１．西尾　崇会員　１．西尾　崇会員　
　魚や肉を獲り、天然の調味料で　魚や肉を獲り、天然の調味料で
　うまい飯を作りそう。　うまい飯を作りそう。

２．高木秀員会員　２．高木秀員会員　
　天然の木を加工して自分で家が　天然の木を加工して自分で家が
　作れそう。長期戦では　最強？　作れそう。長期戦では　最強？

３．鳥越宣孝元会長３．鳥越宣孝元会長
　漂流したとしても全く動じなさ　漂流したとしても全く動じなさ
　そう。　そう。

４．井崎行博会員　４．井崎行博会員　
　ワイルドなイメージ!!　ワイルドなイメージ!!

５．松岡秀樹副会長　
　無人島でも魚獲ったりして熱く　無人島でも魚獲ったりして熱く
　生きていけそう。　生きていけそう。

６．田中克治会員６．田中克治会員

７．常田孝一郎会員７．常田孝一郎会員

８．高井清孝会員８．高井清孝会員

９．藤原正実会員９．藤原正実会員

1010．森脇　勲会員．森脇　勲会員

　今回は井戸端DE委員会、上田隆のお宝をご紹介させていただ
きます。
　私のお宝はR34スカイライン
GT-R Vspecです。
　私自身、車のことは全く分か
らず、車好きではありません。
家内からは「GT-Rに乗ってい
るときより、ヴィッツに乗って
いるときの方が走りにキレがあ
る」と言われます。ミッション、
苦手なんです・・・。
　そんな私がなぜこんな車を
所有しているかといいますと、亡くなった父親が車好きで、若
いころのあこがれだったGT-RをR32、R33と乗り継いできたと
のこと。生前、馬力は350PS、マフラー、スポイラーは「ニス
モ」製だとかなんとか・・・言っていたのを覚えています。まあ、
100km/h以上出すのが怖いオイラには、350馬力あっても関係
ないけどね( ´,_ ゝ `)ﾌﾟｯ
　ガソリンスタンドに行ったときなど、「ニスモのマフラーです
ね～」「インタークーラー大きいですね～」などと声をかけてい
ただくのですが・・・「くーらー？よく冷えるの？」(゜゜; )???
・・・という感じです。
　それでも「ええ・・・まあ・・・(＾＾;)」と知ったかぶりを
してしまう、変なところでプライドだけは高い自分が嫌いです。
こんな私ですが、せっかく父親が残してくれたもの、自分なり
に大事にしていこうと思っています。

今回も選ばせていただきました、私はサバイバル今回も選ばせていただきました、私はサバイバル
になったら真っ先に絶滅する自信があります!!になったら真っ先に絶滅する自信があります!!
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泣いてイイですか？井戸端DE委員会も残りわずか。委員会の皆様と大いに笑い、多くを学び、同じ取り組むなら「楽しんで」を教えて
頂いた1年間。改めて皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。次年度も楽しみましょう！

編 集 後 記

★３月入会★
　博田　則次会員（おそうじ大臣）
　　ハウスクリーニング
　　エアコン清掃　定期清掃等清掃業務全般
　　他建設関係など
　長谷川　竜也会員（株式会社　住宅工房）
　　当社の考える住宅
　　「家で食べる、家で飲む、家で遊ぶ、とにかく家を楽しむ」をテーマに、　
　　お客様のライフスタイルに合った住宅創りに取り組んでいます。
★４月入会★
　久本　陽一会員（三井生命保険株式会社鳥取営業部）
　　「いつの時代も、お客さまのためにあれ」
　　團琢磨が揚げて経営理念のもと、どのような状況下であってもお客さまに
　　信頼され選ばれる会社であることを目指しています。
★５月入会★
　加藤　貴義会員（㈲カゲイ鉄工）
　　建築鉄骨本体及び金物製造

新入会員紹介 新社屋落成
★株式会社　久本管工（鳥取市国安）★株式会社　久本管工（鳥取市国安）
　　久本　幸広会員（魅力人委員会）　　久本　幸広会員（魅力人委員会）
　　２月 拡張移転　　２月 拡張移転
★星　宗治会員（タイアップ委員会）★星　宗治会員（タイアップ委員会）
　４月30日　鳥取市弥生町　４月30日　鳥取市弥生町
　　　　　　　カラオケバー「ミュウ」　　　　　　　カラオケバー「ミュウ」
★瀧村　優会員（魅力人委員会）★瀧村　優会員（魅力人委員会）
　４月18日　鳥取市里仁　イナバ自動車学校内　４月18日　鳥取市里仁　イナバ自動車学校内
　　　　　　　「フードスペースりゅうほうDS店」　　　　　　　「フードスペースりゅうほうDS店」
★上島　徹哉会員（ワンステップ委員会）★上島　徹哉会員（ワンステップ委員会）
　４月14日　鳥取市弥生町　クラブ「舞人」　４月14日　鳥取市弥生町　クラブ「舞人」

西尾　崇会員　西尾　崇会員　２月３日　ご結婚２月３日　ご結婚
鳥越宣孝元会長　鳥越宣孝元会長　５月18日　ご結婚５月18日　ご結婚

ラーメンクラブ 書記　谷口　　毅

平成24年度 東部青年中央会会長杯
県出向理事　松島　祐一

三 役 旅 行
副会長　安養寺　務

　よい子のみんな！こんにちは！さいきん、だんだんあつくなっ
てきたね！なつにおいしい食べものっていえば、何かな？答えは、
ラーメン！友だちといっしょに食べるラーメンが、一ばん、なつ
にふさわしいんだよ。これからのきせつは、まい日、まい食、ラ
ーメンがいいんだ！
　ラーメンを食べ
ないで、ごはんな
んて食べてる人
は、ラーメンくら
ぶには一人もいな
いんだよ。みんな
も、ラーメンくら
ぶのなかまになろ
う！まってます！

TSC-FC キング克　山根　克仁
　早いもので、キャプテンに就任して一年が経ちました。
　おかげさまで、新加入メンバーも含め毎月楽しく練習をしてい
ます。
　今年度最大のイベント＜BLUES CUP＞では、残念ながら４位
という成績で終わりました。悔しいです!!　“∠(`ヘ´）
　来年度こそはこの悔しさをバネに、メンバー一丸となって優勝
を目指して頑張ります。
　相手チームのUFOボンバースさんにYouTubeで試合風景をあ
げて頂いていま
す。是非、ご覧
になって下さ
い。
 次年度も宜し
くお願い致しま
す。（写真は大
会後の集合写真
です）

　去る５月12日（日）旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部 白兎コース
にて開催されました恒例の会長杯ゴルフコンペ。当日は天候にも
恵まれて、過去最高の総勢62名の参加を頂きまして盛大に行う
事ができました。OB・来賓・中部青中の皆様、お忙しい時期に
も関わらず遠方よりご参加頂きありがとうございました！
　優勝はワタクシも同組で回らせて頂いた安養寺副会長。２位は
２年前覇者の井崎県出向。3位は懇親会会場でお世話になりまし
た瀧本OBでし
た！最後に参加
された皆様、本
当にお疲れさま
でした。来年度
もこの勢いで盛
り上がっていき
たいと思いま
す。

　森原会長が掲げた「愛」のテーマの下、それこそ寝食を忘れて
会務を頑張った三役７名で神戸へ旅行に行ってまいりました。
　初日（５月25日）は神戸市内のビアホールで宴会。まずビー
ルと唐揚げで腹ごしらえをし、その後は三宮の繁華街へ。翌日の
ゴルフに備えてほどほどにお酒を嗜む７名からは、オシャレな神
戸の街に相応しい大人の雰囲気が漂っていたはず…。
　翌26日は神戸パインウッズＧＣにて親睦ゴルフ。人気ゴルフ場
ランキンキング上位のコースらしくとても綺麗なレイアウトで、
みんな（？）好スコアをたたき出してきました。
　この１年を振り返りながらお互いの労を労った２日間。三役会
では青年中央会を愛
するあまり意見を闘
わせたことが何度も
ありましたが、それ
も今ではいい思い出
です。森原年度の三
役は、愛情あふれる
良いチームだったと
感じた三役旅行でし
た。


