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　平成26年度もいよいよフィナ
ーレを迎えました。思い起こせば
7月の40周年記念式典に始まり、
周年事業（11月の記念講演会、4
月の第12回フラワーフェスティ
バルin湖山池40周年SP）の準備・
運営と、各委員会での活動とで会
員の皆さんには大変ボリュームの
ある1年だったと思います。この

間、積極的に会の活動にご参画いただいき、本当にありがと
うございました。
　今年度、年度テーマを「一致団結」といたしましたが、そ
の経緯は40周年を機に今までの10年に感謝するとともに、
これからの10年を見据えた「T.S.Cの10年ビジョン」を策定
したこと、そのビジョン（10年後のあるべき姿）を実現す
るための行動指針「T.S.Cの4つの挑戦」をリニューアルした

会長あいさつ
ことが大きなきっかけとなりました。この「自分たちが目標
とする姿」と「行動指針」は、誰かが策定したということで
はなく、全会員が自分のものとして「ひとつの方向」を向く、
イコール「一致」する。そしてお互いが共感してその目標に
向けて「団結」することで、大きな40周年事業を成し遂げ
たいという思いを込めたつもりです。お蔭様でこの「一致団
結」という年度テーマは、会の運営において様々な場面で皆
の掛け声となり、結果として全員で大成功に終えることがで
きたと思っています。次年度以降も、この40周年度で培っ
た沢山の経験を活かして、皆で一歩ずつ前進していけたらと
思います。
　最後に、このような特別な年に会長を任せていただいた会
員の皆さん、支えていただいた役員の皆さん、ご支援いただ
いたOBの皆さん、関係機関の皆さん、地域の皆さん、そし
て快く送り出してくれた自社と家族に感謝いたします。素晴
らしい1年を本当にありがとうございました。

会　長　常　田　孝 一 郎

管理者養成委員会

委員長　森　　　雅　道
　平成27年2月19日（木）、管理者養成委員会として一度し
かない、担当例会を開催いたしました。
　失敗の許されないこの例会に至るまで委員会メンバー、役
員の方々には大変ご迷惑をおかけしたことを今でも記憶して
おります。
　「共に勝ち続ける集団」をテーマに赤黒ゲームというゲー
ムを通し真の経営者・管理者を目指していただけるように進
行いたしました。
　職場では上司・部下、家庭では奥さん・子供、私生活では

友人・恋人などどう勝たせるのか？そして与え与えられるか
らこそ本当の幸せが生まれてくのではないでしょうか。
　ビジネスに特化した会として、誰もが得をするビジネスモ
デルを構築してこそ本物の経営者・管理者になるきっかけに
なれば幸いです。
　最後となりますが、本例会に携わり委員会メンバーの協力
なしではできませんでした、本当に感謝いたします。
　ありがとうございました。

２月例会を終えて
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　平成27年4月19日(日)湖山池オアシスパークにて、会員 “一
致団結” のもと40周年記念事業の締めくくりであります『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
盛大に開催いたしました。
　毎年恒例イベントの賑わいはもとより、クリエイティブ委
員会活動テーマ『地域×おもしろい×クリエイティブな発想
で、Ｔ.Ｓ.Ｃと地域の魅力をアピールする』のもと生まれた新
イベントの『キッズ☆お仕事体験Ｔザニア』では、お仕事体
験により子供達に働くことの面白さ・楽しさ・大変さを学ん
でもらうとともに、会員企業の名前を表に出すことにより企

業ＰＲにもつながるWinWinモデルを構築することができ、お
客様からも多くのお喜びの声をいただくことができました。
　また、T.S.Cキャラクター “せいちゅー君” が初登場し、子
供から大人まで大人気で、お客様から当会へ親しみを持って
もらえたと思います。
　これからも “せいちゅー君” は、当会のアイキャッチ、ナ
ビゲーター、ソーシャルコミュニケーター役として頑張りま
すのでよろしくお願いします！
　最後に、当フェスティバルにご協力いただいた全ての皆様
へ感謝申し上げます。ありがとうございました！

４月 フラワーフェスティバル クリエイティブ委員会

委員長　長　谷　　　忠
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３月例会を終えて

５月例会を終えて

トランスミッション向上委員会

委員長　矢　谷　賢　司

快和力委員会

委員長　安　東　大　輔

　平成27年3月19日（木）とりぎん文化会館第2会議室にお
いて、インターロジック株式会社　代表取締役　原田光治氏
を講師にお迎えし、「地域活性化と自社のビジネス拡大を同
時に起こすネット戦略とは」というテーマでご講演頂きまし
た。

　平成26年度、40周年という大きな節目の年も残すところ
あとわずかな中、6委員会・3実行委員会の最後の仕上げで
ある「委員会活動報告会」を、平成27年5月21日　ニューオ
ータニ鳥取　鳳凰の間　にて開催いたしました。
　前段では臨時総会が行われ、清水次年度会長より次年度役
員の発表があり、全会一致で承認されました。次年度役員を
代表して、安部副会長よりご挨拶をいただきました。
　報告会では、「一致団結」とういうテーマの基、各委員会
がどのような活動を行ってきたかを、わかりやすく、ユーモ
アや笑いを交えながら発表されました。学ぶときは真剣に学

　スクリーンにスライドを写し、実例を交えながらの講師例
会でしたが、軽快なトークと解りやすい説明で、話に引き込
まれるような講師講演となりました。すぐにでも活用できる
事も多く、今後の企業のネット戦略につながる例会になった
のではないでしょうか。

び、交流するときは思いっきり楽しむ。委員長をはじめ、会
員全員の真剣さが伝わってくる素晴らしい発表が繰り広げら
れました。その中で、吉田サポート実行委員長の「成功は保
証しないが、成長は保証する！」というフレーズに皆が唸っ
ていました。
　最後になりますが、周年事業を担当された各実行委員の皆
様、委員会活動に真剣に参加された皆様、常田会長を中心に
した役員の皆様、本当にお疲れ様でした。そして、ありがと
うございました。
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卒業生からのメッセージ
安東大輔

　一言でいうと、あっという間の4年間でした。
と当時に、もっと早く入会していればよかった
とも思います。卒業するに当たって、みなさん
に伝えたいことは、ただ漫然と時間を過ごすの
でなく、積極的に参加し大いにこの中央会を楽
しんでください。自分を信じ、自分の人生を楽
しめるようになるために、更に前へ一歩踏み込

んでみてください。利害を超えた、素晴らしいものが手に入ると思いま
す。ただただ、ありがとうございました。

………………………………………………………

安東　稔

　平成14年9月に入会させて頂いて早13年、長
いようで短くも感じます。今までの人生の中で
も本当に濃い時間を中央会で過ごすことができ
ました。卒業するのは少しばかり寂しいですが、
頼もしい現役の方々がたくさんいらっしゃいま
すので今後の青年中央会がどう成長して行くの
か楽しみでなりません。これまでにお世話にな

った方々感謝です。これからもよろしくお願い致します！

………………………………………………………

井崎行博

　いよいよ卒会です、在籍９年長いような短い
ような感じの今です。
　ふり返ってみると役員経験が今の私を作って
いると思います。人前で話すことなど入会時で
は出来ませんでしたし、考え方、言葉など（文
章能力はないですが）入会時と比べると凄い伸
び率です。私が中央会での活動で頭に置いてい

たことは自分（自社）なりに置き換えることです。今日の講師は、はた
違いと思えば耳に（頭に）入ってきませんが、何処かアレンジすれば自
分(自社)応用出来ると思えば真剣になれます。色々と置き換えて活動し
てみてください。そこにはヒントがあるはずです。今後も中央会活動ガ
ンガン頑張って下さい。色々とありがとうございました。

………………………………………………………

植田英樹

　人間はさまざまな群れ＝社会を渡り歩いて生
きていく。
　鳥取県東部中小企業青年中央会の卒業例会に
は必ずＯＢが出席され、卒業生は同席し現役会
員とも交流がなされる。卒業例会後は各自が異
なる社会に戻っていくが、ほどなくして会員に
届く新年度会員名簿の「ＯＢ会名簿」には新た

な名が加わっている。不在を許容する実に “人間的” な信頼関係の構築
はこれからも行われるに違いない。ＩＴが進むにつれ、そして私たちが
人間であり続ける限りにおいて、当会の役割と存在価値は重要になると
感じるのである。

………………………………………………………

水野一久

　中央会は『人』としての生き方を学ぶ場です。
魅力あるリーダーとは覚悟を決め、前向きに、
泥臭くても何事にも懸命に頑張れる『人』です。
また、どんな時にも「ここに向かって行くん
だ！」と繰り返し思いを語り、方向を示す事の
出来る『人』です。本人のエネルギーは勿論で
すが、仲間のヤル気を引き出し元気にさせてし

まう『人』です。是非とも、現役会員の皆様には魅力ある人間になるよ
うに自己研鑽を積んでいただきたいと思います。

………………………………………………………

川口孝治

　どん底に落ちたら掘れ

　The answer, my friend, is blowin' in the wind.

　The answer is blowin' in the wind.

………………………………………………………

倉光義和

　40歳で入会させていただき、いよいよ卒会の
日を迎えようとしています。在籍した6つの委
員会は、どれも思い出深いものとなりました。
　自分は皆さんに生かされている！！だから歩
いて行ける！！
　一人の力なんて、たかがしれてます。皆さん
のパワーをいただいて、自分も強くなれた気が

します。青年中央会の皆さん、在籍中は本当にお世話になりました！
感謝

………………………………………………………

谷口　貴

　拝啓で前略　現役会員の皆様
　私谷口は、この度無事に青年中央会を卒会す
る事となりました。
　最大の思い出は、やはり「委員長」をさせて
頂いた事です。青年中央会に入会したなら、委
員長をして下さい。必ず絶対何が何でも卒会ま
で在籍して下さい。

　では、お身体を大切にしつつ、敬具で草々・・・・

………………………………………………………

八木智一

　これを読んでいる頃には無事卒業ができてい
る八木君、卒業おめでとう！！　青年中央会に
入り出逢えた沢山のみなさんほんとにありがと
うございます。これからもよろしくお願いしま
す。青年中央会では多くの経験を積むことがで
きたし、掛け替えのない多くの友もでき、力い
っぱい楽しむことができました。たった一度き

りの人生、中央会に入会したのも何かの縁です。この縁はみなさんの人
生の大きな糧になります。汗をかいて楽しんで一生の思い出になるよう
に青年中央会を楽しんでくださいね。あなたの『八木』でした。

………………………………………………………

牧浦康寛

　「孤高に陥らず　孤独を恐れず」
　青年中央会は100名以上の会員が集まった組
織で、活動も個人一人の力では成り立ちません。
1人の力はどんなに頑張っても10人、100人の力
になりませんが、一致団結すれば、100人の力
が1000人力にもなります。しかし、その中で、
独善になれば、力は発揮できないのです。ただ、

自分がこれは真と思ったら、孤立を恐れず、勇気をもって積極的に挑戦
すべきです。それが自分の、会の成長に繋がると思います。
　今までお世話になりました。ありがとうございました。

………………………………………………………

網浜史仁

　平成20年度に前任者からの交代で、青年中央
会に入会しました。最近は欠席が多く、皆様に
は、アドバイスを残す様な偉そうな事が言えま
せん。が、色々とみなさんから温かい声を掛け
て頂き、これが中央会なんだな。と思っており
ました。会員のみなさんには感謝の言葉しかあ
りません。ありがとうございました。

………………………………………………………
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　一年間、委員長という立場で委員会を行なってきましたが、慣れないことの連続でした。役員の方、委員会のメンバーみ
んなに支えられて、無事今年度も終りを迎えます。一致団結！ほんとうに素晴らしい一年間を充実して過ごすことができま
した。一年間をありがとうございました！そして、卒業生の皆さんお疲れ様でした！

編 集 後 記

　TSC-FC主 催 フ ッ ト サ ル
大会「第６回BLUES CUP大
会」結果報告です。

【参加チーム】
UFOボンバーズ、
FREEDAM、TSC-FC

【開 催 日 時】
平成27年2月25日（水）
19:20 ～

【対 戦 結 果】
優勝：UFOボンバーズ（初）　２位：FREEDAM　３位：TSC-FC
　次回は是非とも「勝つ喜び」を味わいたいものです(笑)。毎月
１～２回の練習を重ね以前よりは体を動かしているつもりです
が、まだまだ「腹の上のポニョ」の存在感は健在。皆と楽しく汗
を流す機会を作っていきますので、どうぞお気軽にご参加下さい。

　みんなの番長こと西尾崇です。昨年7月20日に行われました第
34回皆生トライアスロンリレースイムについて少し書かせて頂
きます。ぶっちゃけ、本番
まで練習なしで臨みまし
たが、実は昨年の打ち上
げ旅行で大山登山登頂を
したことにより泳ぎ切る
ことは決まっておりまし
た。途中でリタイアしよ
うと思った大山登山。い
や、これを登り切ればス
イムも必ず泳ぎ切れる。当日は、タスキを次に繋がなくてはいけ
ない使命感により、皆が力を合わせて無事ゴールすることができ
ました。
　限界は自分の中で作るもの。リレーだったからこそ皆の想いが
詰まったタスキを繋げることができたのだと思います。いい経験
をさせて頂きありがとうございました。

TSC-FC　　　　 世話人　坂本憲一

限界ラバーズ　　 スイム　西尾　崇

 　卒業生のみなさま、この度はまことにおめでとうございます！
私たちラーメン倶楽部一同、心からお慶びを申し上げます。６月
24日水曜日、お昼の12時から、龍鳳さんにて、みなさんのご卒
業をお祝いして、今年度最後のラーメン倶楽部を開催いたしま
す！たくさんのご参加をお待ちしております。みなさまの未来が、
ラーメンのしずくのように、美しく澄み渡ったものであることを
お祈りいたします！

　去る5月9日（土）に天候も心配されましたが何とか持ちこた
えて平成26年度会長杯ゴルフコンペが開催されました！
　総勢67名、現会員40名、中・西部11名、OB4名、来賓5青協12
名と本当に多くの方々にご参加頂きましてありがとうございまし
た! !
　会員同士はもちろん！中西部・5青協の方々とも親睦のとれる
大変盛り上がったコンペとなりました。

　優勝はま、まさかの加藤幹事、、、表彰式では若干のブーイング
もありましたがベスグロの西部竹ノ内会員を押さえての優勝!! お
めでとうございます！
　最後に会長杯開催にあたり多くのご協賛を頂き、また遠方より
ご参加頂きましてありがとうございました！

　“ストライクッ！”、“あ～っ！”、“ガコッ…”、“うぉ～！”
　平成27年2月23日（月）に、スターボウルにてT.S.C親睦ボーリ
ング大会を行いました！ボーリング大会は総勢55名に参加いた
だき、常田会長の豪快な始球式で幕開しました！
　夕刻スタートでしたが、流石会員の皆さん、仕事の疲れを物と
もせず活気ある良い雰囲気で行うことができました。逆手等の特
別ルールもある中、苦戦しながらも投球する会員の姿に元気をも
らいました、感激です！普段中々会員同士で交流の機会がなかっ
た方も今回のイベントでお互いを知る良い機会になったのではな
いでしょうか。そして熾烈な戦いを繰り広げた結果、チーム対抗
戦では「チーム半熟」が優勝、個人戦では千馬会員が見事優勝さ
れました！おめ
でとうございま
す ! !
　最後にご参加
いただいた会員
の皆さま、あり
がとうございま
した！また、企
画・運行をして
いただいたサポ
ート実行委員会
の皆さん、お疲
れ様でした！

ラーメン倶楽部　 世話人　谷口　毅

会長杯ゴルフコンペ　  松島祐一　

親睦ボーリング大会
　　　　　　　 サポート実行委員長　吉田雅之

安引浩一 会員　有限会社安引紙店　管理者養成委員会 所属
宮田文雄 会員　宮田外構　　　　　快和力委員会 所属
堀　隆広 会員　㈱新日本観光センター　 トランスミッション向上委員会所属

大村和寿 副委員長　「株式会社Brush Up Company」拡張オープン
西根伸吾 会　　員　ラーメン・日本料理店「虎我　TORA」オープン
諸寄英久 会　　員　「真心堂KURA」拡張オープン

結 婚 報 告

岩崎宗一 会員（快和力委員会）
倭島考史 会員（ほうれんそう徹底委員会）

新入会員紹介

新社屋落成


