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　平成27年2月。40周
年を迎えた今期、「一
致団結」を御旗に進
んできた私たちの特
別な１年も残すとこ
ろ4 ヶ 月 と な り ま し
た。 こ こ ま で 一 丸 と
なり盛り立てていた
だいている会員の皆
に感謝します。さて、
４ 月19日（ 日 ） に は
記念事業の第３弾「第

12回フラワーフェスティバルin湖山池40周年スペシャル」を
開催いたします。昨年、一昨年と会場都合により開催できま
せんでしたが、3年ぶりの復活です。当会は地域に根差した
活動の一環として、湖山池に携わるイベント事業を継続して
行って参りました。日本一の湖山池をお花あふれる市民の憩

会長あいさつ
いの場にし、なにより子どもたちが湖山池に親しめるような
場を会員自ら企画し、提供したいと準備を進めております。
テーマは「咲かそう　ふれあいの花」。主なイベント内容は、
ペットボトルロケット大会、船による湖山池周遊体験、職業
体験コーナー、花のプレゼント、屋台、フリマ、各種ステー
ジイベント等のほか、40周年記念企画も検討中です。そし
て私たちの思いを応援してくださる形で、今回も地元の学校
や幼稚園、沢山の企業や団体の皆さんにも参画していただく
ことになりました。鳥取市からもご協力いただき、会場内に
当会が管理する花壇を復活することができました。加えて市
民の皆様には善意の募金にご協賛いただいているところで
す。会員はもとより、沢山のお力添えをいただきながら、こ
のイベントを継続して開催できる喜びをあらためて感じてい
ます。当日、私たちの花壇には色鮮やかなチューリップを咲
かせて、会員一同皆様のお越しをお待ちしたいと思います。
そして沢山の子どもたちに喜んでもらえるような楽しいイベ
ントを開催いたしますので、どうぞご期待ください。

会　長　常　田　孝 一 郎

４月 第12回フラワーフェスティバ
ルin湖山池40Th SP 告知

クリエイティブ委員会

委員長　長　谷 　　忠

　私たち鳥取県東部中小企業青年中央会は、「自然や人とふれあうイベントをとおして、日本一の湖山池をお花のあふれる市
民の憩いの場にしたい」という想いからフラワーフェスティバルin湖山池を継続して開催してきました。
　そして、当会創立40周年を迎えるこの節目に「第12回フラワーフェスティバルin湖山池40周年スペシャル」として盛大に復活します。

　当フェスティバルでは、鳥取市民の皆様にもご協力いただいて植えたチューリップが満
開に咲きほこる花壇を中心に、地域の魅力を伝えるステージイベント、ナチュラル食材を
使った屋台村、T.S.Cと仕事の魅力を伝える子ども達のお仕事体験ゾーンなど多数のイベ

ントを企画しています。
　また当日は、子供たちから
も大人気のT.S.Cキャラクタ
ー「せいちゅー」君が登場し
ます。皆様！乞うご期待(^^)
会員 “一致団結” のもと、地
域へ「 咲かそう ふれあいの
花 」を！

前回チラシ
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記念講演会を終えて
　「記念講演会の運営委員長を引き受けてもらえないか」
　「えっ !?　本当に僕でいいんですか？」
　不安と緊張が入り混じる中、39期、40期と年度を跨ぐ壮
大なプロジェクトがスタートした。
　当初は手探り状態でのスタートとなったが、まず各委員会
がどのような講演を望んでいるのか意識調査を行い、「ビジ
ネスに特化」「著名人」「ビックネーム」「外部へのアピール」

「2,000名規模」などのキーワードを炙り出し、会員が求めて
いる講演会像を徹底的に調べ上げた。運営委員メンバーと連
日のように会議を重ね、ようやくホリエモンこと堀江貴文氏
を講師として呼ぶことが決まった。
　最初の山場は何とかクリアしたが、これで終わった訳では
なく、ここからがまた苦労の連続であった。堀江氏サイドと
のやり取り、チケット販売、会場運営など課題山積であった

が、運営委員メンバーの強力なバックアップもあり、何とか
当日を迎えることができた。
　続々と人々が巨大なホールを埋め尽くしていき、堀江氏の
話に耳を傾けている。
　講演会終了後、各方面の方より称賛の声をたくさんいただ
いた。色々なことを犠牲にして準備をしてきたことは決して
無駄ではなかったんだとそこでようやく感じることができ
た。
　運営委員が中心となり講演会を成功させたことは紛れもな
い事実ではあるが、それと同時に会員１人１人の40周年に
懸ける想い、情熱がこのような素晴らしい結果をもたらして
くれたんだと痛切に実感している。
　今回の講演会運営を通じて本当に色々な勉強をさせていた
だいた。
　運営委員、役員そして会員の皆様に感謝！そして夢のよう
な一日をありがとう。

11月 創立40周年記念講演会 40周年記念講演運営委員会

委員長　林　正　太　郎
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12月クリスマス例会 快和力委員会

委員長　安　東　大　輔
　平成26年12月20日（土）、結婚式場であるヴェルージュに
おいて快和力委員会が担当する12月例会「クリスマス例会」
が開催されました。当日は81名の会員と90名の家族の総勢
171名による賑わいの中、「いつもありがとう。今宵は一緒
に中央会」をテーマに、日々の中央会活動や仕事を支えてく
れている家族に対して感謝の気持ちを体現し、おもてなしす
るをコンセプトに進行しました。
　まず最初に、常田会長がご子息を抱えながら「40周年の
前半を振り返り、また皆の労をねぎらう意味でも今宵は家族
と一緒に楽しみましょう！メリークリスマス！！」の挨拶と

共に巨大クラッカーの号砲で開宴しました。続いてマジック
ショー、大抽選大会等のアトラクション、結婚式場でのクリ
スマスムードと食事を、家族と共に楽しく過ごすことが出来
ました。
　最後は、皆が一堂に集まっての集合写真で締めくくり、後
半戦に向け家族を含めて更なる一致団結に繋がったと感じま
した。商品を協賛いただいた会長をはじめ各会員の皆様と、
委員長の至らぬ点をとっさの機転で対応してくれた委員会の
メンバーに改めて感謝いたします。ありがとうございました。
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１月新年例会 ほうれんそう徹底委員会

委員長　倉　光　義　和

1月新年例会を終えて

　皆さん、新年あけましておめでとうございます！

　「平成26年度　1月新年例会」は記念すべき40周年の例会ということもあり、気持ちを引き

締めて臨んだ例会となりました。ご臨席いただきましたご来賓・ＯＢの皆様には心より感謝し

ております。今年度の新年例会は、常田会長の掲げられたテーマ「一致団結」～継続は力なり

～を念頭におき、ご来賓・ＯＢの皆様を会員全員で一致団結し、これまでの伝統を継続できる

例会作りに心がけて行わせていただきました。会員の皆様のご協力を賜り、無事に終了するこ

とが出来ましたことを心からお礼申しあげます。私自身も今年度で卒会予定です。来年の新年

例会にはＯＢとして出席させていただきます事を、今からとても楽しみにしております。
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八木ちゃん４コママンガ

勝手にビジネス名言集
　前回、「このコーナーの年間担当になってしまったけど、これも社会のためだ！」と自分に言い聞かせていたが、あれ
からちょっと変化があった。ちょうどその頃、Kindle＊を褒め称えていた知り合いの影響で私もソレを買ったのだ。名言
をキャッチするためにも読書っていいかもと思い、そしてちょっとは知的に見えるじゃないかという安直すぎるこの脳み
そも手伝った結果だ。これが思いのほかハマってしまい、「趣味は読書です。」というセリフは私には一生言えないだろう
と思っていたのに、ちょっと近づいたぞと、ひとりほくそ笑んでみたり。ついにはそんな変化をもたらしてくれた委員会
メンバーに、感謝の念すら湧いてきている今日この頃である。
　ただし、ひとつ問題がある。
　今日の名言は、読書とはまったく関係がない・・・

「いちばん忙しい人間が、いちばんたくさんの時間を持つ」　　　　　　　
　　　　　　　　　　　Byアレクサンドル・ビネ（スイスの心理学者）

　さて、それでは第２回目の名言を見ていきましょう。正直、私はこの人物を知りませんが、忙しい中央会会員にとって
ぴったりと思い選びました。一瞬矛盾しているように感じませんか？「忙しい人ほど時間ないじゃん」って。この名言は、
やるべきことを多く抱えている忙しい人ほど、集中力が磨かれ、しっかりした優先順位の見極めや効率化を図ろうとする
ので、結果多くのことができるってことなんですね。逆に忙しくなかったり時間に余裕があると、だらだらやってしまっ
て進まないということです。皆さんの周りにもそのような方いますよね？そして、めちゃくちゃ忙しい中仕事をバシッと
こなした時のあの自己陶酔ったらないですよね。
　さあ、中央会活動と仕事とそして家庭も？段取りよくこなしていきましょう！ただし、くれぐれも過労にはご用心。そ
して従業員の働かせ過ぎは最もご用心！！
（＊Amazon.comが製造・販売する電子ブックリーダー端末、同ソフトウェアおよび電子書籍関連サービス）

女性が期待するホワイトデーランキング＜本命編＞
1位 お返しはいらない 23.0％
2位 アクセサリー 21.0％
3位 食事 12.2％
4位 クッキー 11.6％
5位 その他のお菓子 6.4％
6位 ブランド物 6.3％
7位 花 4.2％
8位 ハンカチ 1.8％
8位 マシュマロ 1.8％
8位 洋服 1.8％
11位 キャンディー 1.6％

女性が期待するホワイトデーランキング＜義理チョコ編＞
1位 お返しは要らない 35.2％
2位 クッキー 33.8％
3位 その他のお菓子 9.0％
4位 キャンディー 6.4％
5位 マシュマロ 4.0％
6位 ハンカチ 3.4％
7位 食事 2.6％
8位 花 0.8％
9位 ブランド物 0.6％
10位 アクセサリー 0.4％
11位 洋服 0.2％
その他 3.6％

ホワイトデーの残念だったランキング<彼氏編>
1位 お返しがない（忘れられていた）
2位 安物のアクセサリー
3位 こちらが渡したものよりも明らかに金額が低いもの
3位 よく知らないキャラクターの小物
5位 好みではない服
5位 ぬいぐるみ
7位 他の子と同じお返し
7位 好みではないアクセサリー
9位 ギャグ要素のあるギフト用のお菓子
10位 好みではないハンカチやタオル

ホワイトデーの残念だったランキング＜義理チョコ編＞
1 こちらが渡したものより明らかに金額が低い
2 趣味ではないハンカチ/タオル
3 箱詰めのお菓子を「みなさんへ」とまとめて
4 趣味ではないアクセサリー
5 よく知らないキャラクター小物
6 直前に調達したと思われるお菓子
7 下着
8 好きではない人から、手紙付きで
9 包装がされていないまま手渡し
10 あまり知らないメーカーのチョコレート

中央会の皆さん、毎年バレンタインデーのお返し、困ってませんか？
このランキングをみて決めるもよし、いつも通りにするもよし！
最後の判断はあなた次第！

ホワイトデー〇〇ランキング

貴
たか

え

絵の
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　皆さん、風邪やインフルエンザが流行っていますが、体調管理は万全ですか？常田会長年度も、後半戦に突入しましたね！
40周年事業もここまで大成功に収めてきました。残すは4月のフラワーフェスティバルSPとなりました。
　T.S.Cキャラ「せいちゅー」君も決定し、フラワーフェスティバルでお披露目ということですが、せいちゅー君に負けず
会員一人一人がキャラクターを出し、ラストの40周年事業も全力で向かって行きましょう！！

編 集 後 記

　年々、色んな
言い訳を言って
はついつい体を
動かす事に億劫
になっている坂
本です。自分に
関する数字で右
肩上がりは体重
ばかり。心身共
にまだまだ若い
先輩には憧れま
す。本年一発目
の練習は1月21日(水)に行いました。TSC-FCの目的とは、
皆と一緒に汗を流して楽しみながら体を動かすこと。そし
て怪我をしないこと。私自身もサッカー未経験者です。共
に楽しく汗を流す仲間を随時募集中です。

TSC-FCの松岡修造
　　　　　　（本名：松岡秀樹）
第38回鳥取県サッカー EASTリ
ーグの年間ベストイレブン（Ｇ
Ｋ）を受賞
青中のバッジを胸に、炎の四十
路の闘いは続く(^^)

（最年少との年の差はなんと22
歳！親子やん）

TSC-FC　　　　 世話人　坂本憲一
　昨年７月開催の皆生トライアスロン・リレーでラン担
当・長谷委員長からバトンを受け取りましたので、上野が
バイクについて少し書かせて頂きます。
　皆生のバイクコースは一言でいうと、ジェットコースタ
ー 。 1 4 5 k m
の 行 程 で、
1,700mを 登
り、降りてき
ます。長い距
離 を か け て、
大山の山頂ま
で自転車で登
るイメージで
す ね。SWIM
で圧倒的にタ
イムを稼いで
くれた西尾会
員の頑張りも
空しく、練習
不 足 が 祟 り、
後半、中部・
西部に抜かれ
てしまい。失
礼しました。
　今年も頑張
るぞ！ね、西
尾さん！？

限界ラバーズ　　 バイク　上野大輔

徳田　　豪会員　徳田商店　チーム和―ク委員会

森田　功一会員　株式会社ビックラック　クリエイティブ委員会

繁延　珠希会員　株式会社 ＴＭＣ　チーム和―ク委員会

松村　雅文会員　鳥取信用金庫　快和力委員会

結 婚 報 告

西川　文雄副委員長　（ほうれんそう徹底委員会）

新入会員紹介

鳥越　宣孝地区監事「河原交通株式会社」設立。
矢倉　浩之会員「株式会社コダマサイエンス鳥取営業所」
　　　　　　　　新築移転オープン
西尾　崇会員「焼肉宴楽」移転オープン
木村　竜也会員「お茶の間処　まんまや」オープン

新社屋落成

T S C
キャラクター

決　定


