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　会長という重責を拝命し、一年間、この大役を務めることができましたのも、ひとえに
役員並びに会員の皆様、ＯＢの皆様、団体中央会をはじめ、関係各位の皆様のご支援、ご
協力のおかげでございます。また、40周年事業の準備年度として、例年以上の忙しさの中、
皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。
　今期はテーマ「源流強化」でスタートいたしました。そして、「会の活動や本業を徹底
して楽しむ。」「ビジネスに特化した会を創る。」「パーソナル・アイデンティティを確立す
る。」を活動方針とし、テーマのもと、６委員会を立ち上げました。不易流行委員会は「経
営理念」、企業継続委員会は「倒産・失敗」、自己成長委員会は「従業員満足」、顧客感動
委員会は「顧客満足」、未来創造委員会は「企業の社会的責任」、そして、マネジメント委
員会は総務、記念誌作成に尽力頂きました。皆さん、委員会活動は楽しんで頂けましたか。

　サブテーマは「青年中央会を楽しむ」としましたが、論語の中に「子曰わく、これを知る者はこれを好む者に如かず。これ
を好む者はこれを楽しむ者に如かず。」があります。物事に詳しい事より好きで物事に取り組む人、さらに楽しんで物事に取
り組む人の方が勝るということです。
　青年中央会もまず会を知ること、次に好きになること、そして、楽しむことだと思います。本気で楽しまないといい活動は
できませんし、自分のためになりません。これからも徹底して楽しみましょう。
　最後になりましたが、私たちが40周年を迎えることができるのはこれまで歴史を創ってこられた諸先輩方のご尽力、会員
企業、家族をはじめ、たくさんの皆様のおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに、活動していきましょう。一年間本
当にありがとうございました。

　３月手作り例会は、「青年中央会から学ぶ、理念の重要性」
～そして40周年へ～というテーマでパネルディスカッショ
ンを行いました。30周年に大きく関わられた瀧本ＯＢ・岡
本ＯＢ・金本ＯＢをお招きし、牧浦会長にもご参加いただき、
当時の状況や思いを聞かせて頂きました。
　この10年間の活動において、当時作成した「キャッチフ
レーズ」「T.S.Cの４つの挑戦」といった理念が、いかに重要
であったかを理解し、周年事業の大きさを感じて頂けたので
はと思います。
　今例会では、私自身がコーディネーターという役をさせて
頂き、大変貴重な経験をさせて頂きました。また、そのため
に当日の運営は、委員会メンバーに全てお任せしてしまいま
したが、トラブル対処やスムーズな運営を臨機応変な対応で
こなして頂きました。委員会メンバー全員が「楽しむ」例会
となりました。

会長あいさつ　－ 「青年中央会を楽しむ」 －

３月例会

会長　牧 浦 康 寛

不易流行委員会

委員長　田　中　雄　之

　本当に頼りになる不易流行委員会のメンバーに感謝です。
ありがとうございました。
　最後に、ご多忙にもかかわらず、今例会のために多くの時
間を割き、現会員へ強いメッセージを残してくださった、３
名のＯＢの方々に厚く御礼申し上げます。本当にありがとう
ございました。
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　４月例会では「身近な企業から学ぶ従業員満足（ＥＳ）」
～従業員満足（ＥＳ）から顧客満足（ＣＳ）へ繋げる～とい
うテーマで発表会と講演会の２部構成で開催致しました。発
表会では当委員会のメンバーである西原会員の会社で実際に
行った取組みについて発表して頂き、講演会では(株)みどり
商事専務取締役市位清明OBと(有)スマイル・ラボ代表取締役
赤沼留美子氏をお招きして、市位OBの会社の事例を中心に
ご講演頂きました。当たり障りのない話ではなく、リアルな

　平成26年5月22日（木）に開催された５月例会は、「臨時
総会」「平成25年度委員会活動報告会」「T.S.Cの４つの挑戦
および10年ビジョンの発表」が行われました。臨時総会で
は平成26年度役員候補者が発表され満場一致で承認されま
した。今年度は牧浦会長の掲げたテーマ「源流強化」～青年
中央会を楽しむ～のもと６つの委員会およびサポート実行委
員会で活動してきました。
　不易流行委員会（企業理念）、企業継続委員会（倒産・失
敗に学ぶ）、自己成長委員会（従業員満足）、顧客感動委員会（顧

４月例会 自己成長委員会

委員長　安　岡　大　輔

５月例会

経験事例等、大変素晴らしい内容だったという言葉を例会後、
沢山の方から頂きました。
　例会運営をしっかりとこなして頂いた自己成長委員会メン
バーの皆さん、発表者の大役を快く引き受けて頂いた西原会
員、そして良い例会にしようという有難いお言葉を頂き、ご
尽力頂いた市位OB、赤沼先生に厚く御礼申し上げます。本
当にありがとうございました！

マネジメント委員会

委員長　坂　本　憲　一

客満足）、未来創造委員会（地域貢献）、マネジメント委員会（総
務・記念誌）、サポート実行委員会（会員親睦）、７つの委員
会活動を振り返り、各委員長それぞれ個性的な発表で各活動
内容を会員全員で共有する事が出来ました。
　また次年度40周年を迎えるにあたり、常田次年度会長よ
り40期からの新しい「T.S.Cの４つの挑戦」「T.S.Cの10年ビジ
ョン」のご披露の後、全会員による集合写真の撮影も行われ
ました。この集合写真は40周年記念誌に掲載予定です。
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氏　名（年齢） 常田　禮孝　ＯＢ（76歳）
企 業 名 菌興椎茸協同組合
卒業年度 昭和57年度ご卒業

下記の３点をお伺いいたします

現役時代の思い出

　先輩と共に、東部青年中央会の設立発起人となった。
初めてのことで知らないことがたくさんあり、会議の司
会での失敗等、創立時の失敗談が思い出に残っている。
　飲みニケーションもあって、先輩方に揉まれて、付き
合いのできる人が増えた。

中央会で得たこと

　仕事上のこと等、何でも相談できる親しい人（先輩）
ができた。それによって、仕事や生活の幅が広がるのだ
と思う。

息子に一言

　「１に健康、２に家庭、３に仕事で、４に青年中央会」
でやらないと続かないと思う。年代的に健康が一番心配
である。

氏　名（年齢） 清水　昭允　ＯＢ（77歳）
企 業 名 （株）清水
卒業年度 昭和56年度ご卒業

下記の３点をお伺いいたします

現役時代の思い出

　私は、県青年中央会、そして東部青年中央会の設立発
起人の一人であり、会則、綱領、会報等、必要な事を決
めていった会が現在、充実、発展しており、誕生させて
良かったと思っている。県内の若者同志が出合いから始
まり、仲良くなり、飲みに行って楽しく議論し、将来の
夢を描きながら会づくりをした。

中央会で得たこと

　私は青年中央会で多くの人と出合い、大きな財産とな
った。団体中央会では、良き先輩に恵まれ、また、県商
工労働部の人とも知り合いになり、個企業で出来ない
が、組合では、有利な資金導入が出来ることが分かり、
山陰で初めて小企業の集まりの工場アパート団地を作っ
た。それが今の発展の基盤となった。

息子に一言

　先月、息子を社長にした。大学を出てから県外の取引
先に３年間修行に行かせ、お世話になり、その後、後継
者育成の研修にも行かせ、勉強と色んな知識を得てきた
と思う。現在は、青年中央会でもまれて段々と上の役を
している。後は相談を受けながらアドバイスをしていき
たい。チャレンジとアクションでのびのびとやって欲し
い。

先輩☆教えてくださぁ～い!
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★絶品！大人の
　　　おつまみピザ★
　・ピザ生地　　　１枚
　・海苔の佃煮　　適量
　・ピザ用チーズ　適量
　・きざみねぎ　　適量
　・釜揚げしらす　適量
※ピザ生地に海苔の佃煮を
薄く塗って、その上にピ
ザ用チーズ、きざみねぎ、しらすの順に乗
せ、５～６分焼けば出来上がり！お好みで
ごま油、七味唐辛子をかけて…☆
※焼き過ぎるとしらすが硬くなるのでご注意くだ
さい！ねぎとしらすは多めがおススメです♪
★試食レポート★
　お昼ごはんを食べ損ねて空腹だったのとは関係なく、
和と洋のコラボレーションがとってもおいしくて、１人
で１枚ペロっと食べちゃいました(^_^)v海苔の佃煮とし
らすは、海の幸同士よく合います♪しらすにねぎは欠か
せませんね!(^^)!薄いピザ生地の食感がイイ感じです♪
　今回も大満足の試食会でした♪ごちそうさまでしたぁ
☆（谷川裕美）

【コンシェルジュ居酒屋ＭＯＲＩさんのレシピ】

※インタビュー形式でご回答いただきました。約１時間に
亘り、貴重なお話をたくさん伺いましたが、常田次年度
会長のご健康をご心配なさっているのが一番印象的でし
た。貴重なお時間をどうもありがとうございました！

平成25年度東部青年中央会会長杯ゴルフコンペ
世話人　松島　祐一

　去る平成26年5月10日（土）旭国際浜　村温泉ゴルフ
倶楽部白兎コースにて多数のご参加を頂き、総勢69名で
盛大に開催する事ができました。常田次年度会長の号令
の下、ベテランからゴルフ好きな方そしてこれからゴル
フを始める方にお集まり頂き和気藹々とした中でスター
トしました。各組共に笑いあり、雄叫びあり、ガッツポ
ーズありと思い出になるドラマがあったのではないでし
ょうか？そんな中、栄えある優勝旗を手にしたのは西部
会員の秋里さんでした！！
　おめでとうございました。
　最後にお忙しい中ご参加頂きましたOB・来賓の方々、
遠方よりご参加頂いた方々、そして現役会員の皆さん本
当にお疲れ様でした！
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　TSC-FCは３月26日に、恒例となっておりますBLUES 
CUPを開催しました。
　第１回大会より優勝から遠ざかっていたのですが、今回
の第５回大会では見事優勝をすることができました！これ
も、参加して頂いたメンバーをはじめ、応援して下さった
多くの方々のおかげだと思っています。牧浦会長、差し入
れ・表彰式の参加、ありがとうございます。乾会員、得点
王おめでとうございます。熱いプレーを見せて頂きました。
共に汗を流したメンバーの皆さん、本当にありがとうござ
います。わたくし山根は今期でキャプテンを卒業します。
皆さんのおかげで有終の美を飾ることができました。あり
がとうございます。そして次年度、新キャプテンに坂本委
員長が就任します！次年度以降は選手として坂本新キャプ
テンを盛り上げていきたいと思います。
　TSC-FCの熱い魂は永遠に不滅です！今後のTSC-FCにも
是非ご期待下さい。

TSC-FC
キャプテン　山根　克仁

　人は、ラーメンだけで生きるわけではありません。しか
し、ラーメンのない人生に、どのような価値がありましょ
うか？出会いと別れという人生の節目には、ラーメンが欠
かせません。私たちラーメン倶楽部一同は、ご卒会される
みなさまを心よりお祝い申し上げます。よく煮込んだスー
プのような濃厚な時間をみなさまと過ごせたこと、誠に幸
せに感じております。

ラーメン倶楽部
書紀　谷口　　毅

　「ゴルフって山あり谷ありで思う様にいかなくて人生のように難しいです
ね、、、」
　今年度はあまり活動が出来ませんでしたが来年度は会として40周年を迎
える年度となります。TSCゴルファーズとしてもメモリアル企画を多数準備
して盛り上がって行きたいと思います。目標はfiveラウンド！！ゴルフ好き
な皆さんのご参加をお待ちしております。

TSCゴルファーズ
主幹事　松島　祐一
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卒業生３名に贈る　四字・五字熟語

強
ゴーイングマイウェイ

引愚舞夢
～Going My Way ～

田　中　克　治
不易流行委員会
平成14年度入会

意味：自らの信念を持ち、多くの人に慕われる克治さん。

　　　時に強引に、時に愚直なまでに我が道を往く姿に、皆が惹かれていき

ます。

　　　克治さんが委員長をされた時の委員会名「夢・実現委員会」。「夢」と

いう言葉をいつも大切にされ、常に追い続ける大切さを教えて頂きま

した。

　　　これからも、我が道を走り夢に向かって舞う姿を見せ続けてください。

　　　また「夢」を語らいましょう。夜露死苦！！

たいきうんしん

大 器 雲 心

大　田　　　哲
未来創造委員会
平成13年度入会

意味：何事も受け入れる度量の広さを持ち、雲のようにおおらかな心である

こと。

　　　大田さんといえば、家族愛。そしてあたたかな心。柔和な人柄。みん

なに慕われ、愛される性格です。イジられても、いつもにこにこと受

け入れるその姿は、みなに癒しを与えてくれました。

　　　大田さんと出会えたことは、本当に幸せです！卒業しても、私たちは

仲間です。これからも、家族と一緒に、笑顔であふれる大田さんでい

てください！

あいじゅうせいごう

愛 柔 正 剛

伊　藤　紀　子
自己成長委員会
平成20年度入会

意味：愛に溢れ態度は穏やかでも、本当は正義感があり芯がしっかりしてい

ること。

　　　委員長として不安の中、いつも自分を立てて頂き、時には厳しい助言

で方向修正して頂きました。伊藤副委員長に支えられて、無事にこの

１年を終え、委員会としても団結することができたと思います。伊藤

姉さん本当にありがとうございました！卒会されてもまた飲みに行っ

たりしましょうね！
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　４月６日、布勢にて【親睦花見大会】を催しまし
た。前日からの雨により会場を松保体育館に移しての
開催でした。
　「より会員同士が交流できる親睦事業を」と協議し
て、例年には無い今回の企画でしたが、寒いなか多く
の会員の方に集まっていただき盛大に執り行う事が出
来ました。
　終始和やかな雰囲気で普段とは違う形で親睦を深め
られたと思います。皆様ご協力有難う御座いました。

親睦花見大会

　本年度も今月いっぱい、青年中央会での別れの季節の６月になってしまいました。「会うは別れの始め」という諺のと

おり、誰に対しても「出会えた奇跡に感謝しながら、必ず訪れる別れまでの時間を大切に、悔いが残らないようにしよう！」

と思って日々を過ごしておりますが、やっぱり別れは淋しいものですね…(T_T)　卒業例会…泣かないように頑張ります

☆（谷川裕美）

編 集 後 記

３月入会
★福田敬也会員（株式会社アドバンスコーポレーション）不易流行委員会

４月入会
★中谷有志会員（中谷建築）自己成長委員会

５月入会
★山涌雄一郎会員（東部住設有限会社）マネジメント委員会

結 婚 報 告

★山本　桂会員（不易流行委員会）
　５月１日　ご結婚

新入会員紹介

～四役プチ打ち上げ～
　5月29日に平成25年度四役による最後の四役会が無
事終了し、そのあと居酒屋へ移動し一年の労をねぎら
いました。
　本年度も昨年度に引き続き熱い議論を戦わせること
が大変多く、深夜0時を回ることもしばしば…。栄養
ドリンクを飲みながら議論したことも、今となっては
楽しい思い出の一つです。
　本年度も残すところあと僅か。牧浦年度を有終の美
で飾れるよう、6月末日まではしっかりと気を引き締
めていきたいと思います。
　残念ながら、本年度は四役旅行ができませんでした
ので、7月早々にも盛大な打ち上げをし、牧浦年度を
締めくくりたいと思います。
　皆様、一年間ありがとうございました。

新社屋落成
★株式会社ＯＫＵＰＥＮ
　奥田卓志副委員長（企業継続委員会）鳥取市古海

　２月28日　本社移転

★株式会社パレット
　坂本憲一委員長（マネジメント委員会）鳥取市元魚町

　３月20日「プリントプラス」オープン

★株式会社エヌ・エル・エヌ
　西根伸吾会員（企業継続委員会）

　４月１日「ソフトバンク府中／株式会社エヌ・エル・エヌ福山営業所」開設

　４月15日「株式会社エヌ・エル・エヌ岡山支店」開設

★有限会社和島鉄工所
　倭島考史会員（企業継続委員会）鳥取市古海　４月　新工場操業開始

★株式会社アクシス
　坂本　哲会員（顧客感動委員会）鳥取市扇町　５月７日　本社移転


