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　平成28年度、一年間会長職を務めさせて頂き、長かった様であっと言う間の一年
間だったと、やっと最近思える様になってきました。テーマを「出逢い」サブテー
マに（人が人を成長させる。）と掲げ、活動してきた年度でした。今までの人生の中
で体験した事の無い出逢いの数々。貴重な経験をさせて頂き、常に出逢った方々と
の時間を大切にし、日々の生活の意識を変えるだけで、全く変わった未来が開ける
事に改めて感じました。と同時にそう思えるきっかけを頂いた28年度に感謝致します。
　サブテーマの様に私自身が沢山の会員に成長させて頂いた年度となりました。そ
んな素晴らしい会も今期、千馬会長年度にて私も卒会する事となります。今までお
世話になった当会に対し、恩返しをするべく今度は直前会長として千馬会長をサポ

ートし、今後共皆様との出逢いに感謝し、ビジネスチャンスと捉え、経済人として当会の発展、中小企業の発展
へ繋がる活動を引き続き行っていき、楽しみながら悔いの残さない最終年度にしたいと思います。
　一年間　よろしくお願い致します。

　今年１月の臨時総会にてご承認いただき準備をはじめ、いよいよ平成29年度が
スタートいたしました。
　平成29年度、43期鳥取県東部中小企業青年中央会会長を務めさせていただきます
千馬高広です。よろしくお願いいたします。
　昨年42期の活動では、橋下徹氏をお招きしてのオープン例会、そして晴天に恵ま
れた第14回フラワーフェスティバルと皆さまのご支援ご協力により、大成功に終わ
りましたこと、あらためてお礼申し上げます。
　さて、43期はテーマを【強みを磨け】、サブテーマを～学び・遊び・そして楽しむ～、
といたしました。

　私たち青年中央会は「英知」・「友愛」・「団結」の綱領のもと日々活動しておりますが、今年度この綱領の中で
も自己の研鑽に努めること、自身・自社の英知を養うことに全力で取り組みたいと思います。
　青年中央会は言うまでもなく、ビジネスに特化した会であると思います。自らの強みを磨き、資質の向上と自
社の発展をはかり、お互いの企業を理解し強みを発見することで新たなビジネスチャンスを作る、そのような会
であると思います。
　会員一人一人が強みを磨くことを念頭に置きながら、学ぶときは学び、遊ぶときは遊ぶ。中央会活動の様々な
場面でいろいろな楽しみを見出し、中央会の良さや魅力を感じていただけたらと思います。
　６つの委員会も各委員長がそれぞれの個性を出し、年度テーマを組み入れながら楽しい委員会にしてくれるも
のと確信しております。
　青年中央会は鳥取で一番元気な企業の集まり、それぞれ目標や業種は違いますが各分野で強みを持ったナンバ
ーワン企業の集まりでありたいと思います。
　会員皆さまと共に元気な企業の集まった存在感のある会を目指し１年頑張ります！
　私一人では何もできません、皆さまのご協力よろしくお願いいたします。

会長あいさつ 第43期会長　千　馬　高　広

直前会長　井　上　　　誠直前会長あいさつ
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新 委 員 長 あ い さ つ

　今年度、未来ワクワク委員会の委
員長を務めさせていただきます、山
涌　雄一郎です。
　今年度の活動テーマ『強みを磨け』
のもと、委員会の活動テーマを『わ
くわくする自分に出会おう』としま
した。委員会活動を通して委員会メ
ンバーが自身の強みを把握し、“わく

わく”した自分に出会い、最終的に自身、自社を委員会
内でプレゼンします。委員会メンバーが“わくわく”し
た自分に出会い、共に高めあえる委員会活動を目指しま
す。
　7月例会と2月例会が担当です。年度最初の例会を成
功させ、千馬会長年度が素晴らしいスタートを切れるよ
う、委員会メンバーと協力し、精一杯頑張ります！
　1年間、よろしくお願いします。

　平成29年度・管理者養成委員会を
運営することになりました中川琢三
です。当委員会では会員皆様の社業
発展のため職場内の人間関係を学び
深めるをモットーに千馬会長の掲げ
られた自己の研鑽というテーマに、
真っ直ぐ向き合い委員会活動を展開
してまいります。委員会名でお分か

りのように今年ご卒業になられた森OB会員の志を継ぎ、
オマージュした内容で、一年後に報告できることを目標
に進めてまいります。いきなりの未経験の委員長と同じ
く役員経験の無い小林副委員長の二人三脚でスタートし
ますので委員会のメンバーには不安と心配をかけるかも
しれませんが、経験豊富なメンバーに支えられて、また
永美副会長の的確な指導の下、学び多い一年間にしてい
きたいと思います。

　本年度，アクティブ委員会の委員長
を務めさせていただきます中村です。
活動テーマを【人の和】～自他を大
切にする人になろう～として、誠実、
率直、対等、自己責任、傾聴の５つ
のマインドを持ち、相手を尊重し自
分の要求や意見を、しっかりと伝え
る自己主張の方法「アサーティブコ

ミュニケーション」を学びます。委員会メンバーが，楽
しく学べる委員会になる事が理想です。担当は、11月
例会と5月例会、また総務としてHP･DNについて、有効
活用して頂ける様、委員会メンバーと共にアクティブに
取り組んでまいります。
　千馬会長が年度テーマを【強みを磨け】と掲げておら
れますが，委員会の組織力の向上こそが，各委員会メン
バーにとっての「強み」につながると考えています。委
員会メンバーと力を合わせてアクティブに頑張りますの
で，１年間どうぞよろしくお願いいたします！

　本年度、自中ＰＲ委員会の委員長
を務めさせていただきます谷口隆之
です。
　委員会の活動テーマを「自社のＰ
Ｒと東部青年中央会のＰＲで新たな
ビジネス連携を創ろう！」とし、本
年度【強みを磨け】というテーマの
もとに、会員同士が顔をあわせてお

互いに話をする事で、信頼関係を構築していき、自社の
強みをＰＲする事で東部青年中央会の中で、新たなビジ
ネス連携を作っていけるような活動をしていきます。
　また、担当します４月例会「第１５回フラワーフェス
ティバルｉｎ湖山池」は東部青年中央会を一般の方々へ
ＰＲする絶好の場となります。委員会メンバーと会員と
団結して来場者に楽しんで頂けるように検討し、大成功
に終われるように頑張っていきますので、一年間どうぞ
よろしくお願いします！

　本年度、すきま へ GO委員会の委
員長を務めさせていただきます德田
豪です。活動テーマを「オンリーワ
ンを目指して」としております。当
委員会では、本年度の活動テーマで
ある「強みを磨く」「ビジネスに特化」
というワードに着目し、差別化、独自

性を磨くためのニッチ（すきま）戦略を「自己分析力」「自
己表現力」「市場分析力」の3つの観点から勉強してまい
ります。また、担当例会は10月手作り例会となっており、
昨年までのクリスマス例会を担うものと位置づけられて
おります。ぜひ、会員ご家族にも楽しんでいただける例
会にするよう委員会メンバー一丸となって頑張る所存で
す。是非ご参加お待ちしております。今年一年間よろし
くお願い致します。

　「チーム力向上で組織を強くする～
ポジティブシンキングでチームを活
性化～」今年度チーム力向上委員会は
ポジティブシンキングでモチベーシ
ョンを高め、学ぶときは真剣に学ぶ、
遊ぶときは全力で遊ぶことをモット
ーに、一年間チーム力を向上させる
手法を学んでいきます。

　そして、チームとして活動する会員同士の相互理解・
友愛を深めながら、各企業の発展へと繋げてくことを目
標に委員会活動を行ってまいります。
　今年度、12月手作り例会、そして６月の卒業例会を
担当します。ポジティブに例会づくりを行っていきます
のでご協力宜しくお願い致します。
　会報誌「おおぞら」も担当しますので次号からご期待
ください。

● 山涌雄一郎　未来ワクワク委員会委員長

● 中川琢三　管理者養成委員会委員長

● 中村　剛　アクティブ委員会委員長

● 谷口隆之　自中ＰＲ委員会委員長

● 德田　豪　すきま へ ＧＯ委員会委員長

● 石河英直　チーム力向上委員会委員長
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新 副 会 長 あ い さ つ

　皆さんこんばんは。
　昨年度に引き続き、副会長を務めさ
せて頂きます大塩です。早いもので、
青年中央会に入会してから10年が経
ちました。あっという間の10年です
が、この10年には中央会で学んだ事
がたっぷり詰まっています。
　中央会は積極的に参加する事で、普

段なかなかできない貴重な体験や経験を積む事ができ、
その経験の中で最高の仲間ができると考えます。
　私自身、会員の皆様に教えられる事は多くないかも知
れませんが、入会してから今までに教わった事、経験し
た事を少しでも伝えられるよう精一杯務める次第でござ
います。
　自分自身の強みを磨き、さらに成長できる年にしたい
と思います。1年間どうぞよろしくお願い致します。

　昨年度に引き続き副会長を務めま
す永美です。青年中央会９年目とな
り、改めて気の引き締まる思いです。
千馬会長の今年度テーマ「強みを磨
け」のもと、青年中央会での様々な
活動をとおし、ビジネスでの自社の
強み、広くプライベートでの自分自

身の強みを磨くことを目標に、自分らしく１年間全力投
球、フルスピードで、中川委員長・小林副委員長の管理
者養成委員会を担当します。会員の皆さま一人ひとりが
「青年中央会に入ってよかった」「この委員会、最高！」
と心から思っていただけるよう、心がけて活動していき
ます。楽しく有意義な１年となりますよう、ご協力よろ
しくお願いいたします。

　昨年度に引き続き副会長を務めさ
せて頂きます藤原です。
担当委員会はアクティブ委員会です。
おもえば平成17年度に入会した折、
当時の所属委員会の委員長が千馬会
長でした。
　当時、個性溢れる先輩方の中にお
いて魅力的な委員会活動を先導され、

親睦会では心ゆくまでお酒を交わし、皆で朝方まで語り
合ったのをよく覚えております。
　そんな私の中央会生活の原点でもありますが、そこで
学んだ事の一つは「メリハリ」でした。しっかり学んだ
後はしっかり遊ぶ…当初より先輩方から受け継いだその
精神はまさに今年度テーマに繋がるものと考えておりま
す。
　初心を胸に、微力ながら千馬会長を全力で盛り立てて
いきたいと思いますので宜しくお願いいたします。

　4度目の副会長をさせて頂きます、
茶谷友士（チャヤトモジ）です。昨
年度は、サポート実行委員長として、
大変お世話になりました。ありがと
うございます。
　43期、微力ではございますが、こ
れまで教わった事を活かし、千馬会

長を全力で支え、盛り上げ、楽しみたいです。担当致し
ます、自中PR委員会は、フラワーフェスティバルがメ
インとなります。谷口委員長、油谷副委員長を中心に、
委員会全員が一丸となって、地域の人々の憩いの場、ま
た東部青年中央会のPRの場となるイベントを創り上げ
ます。今年度も皆様のご協力、ご支援、よろしくお願い
致します。

　この度、副会長を務めさせて頂き
ます岡大輔です。
　今年は私にとって在籍10年目、そ
して中央会活動の折り返し地点であ
ります。これまで数多くの諸先輩方
がご卒業されていく中で時代に挑み、
次代を創るべくこの一年間活動して
まいります。

　平成29年度千馬会長の掲げる「強みを磨け」という
テーマの基、ニッチ戦略について学び、オンリーワンを
目指し活動してく「すきま へ GO委員会」を担当させて
頂きます。
　德田委員長、大谷副委員長、委員会メンバーが充実し
た活動できるよう、副会長という職務を全うしてまいり
ます。
　至らぬ点も多々ありますが、一年間どうぞよろしくお
願い致します。

　青年中央会在籍９年目、卒会まで
折り返しスタートとなりました。今
年度は副会長を務めさせていただき
ます吉田雅之です。チーム力向上委
員会を担当いたします。
　右も左もわからない入会当時の私
でしたが、青年中央会が大きく育て
てくれました。そして「強み」でも

あります前向きな思考を武器に様々なチャレンジをして
きました。結果、未熟ながらもこのような大役を経験さ
せていただくこととなりました。
　千馬会長が掲げられました「強みを磨け」というテー
マを会員皆さんで表現していく1年にしたいと思います。
青年中央会は「成功は保証しないが成長は保証する」会
であると思っています。自分自身どのような成長をして
いくのか楽しみながら活動させていただきます。どうぞ
よろしくお願い致します。

● 大塩憲司　副会長

● 永美勝正　副会長

● 藤原正実　副会長

● 茶谷友士　副会長

● 岡　大輔　副会長

● 吉田雅之　副会長
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　仕事終わりのビール、BBQのビールがウマい時期になりました！夏バテにならないための豆知識！夏は赤いものを食べ
るといいそうです。スイカ、プラム、牛肉、キムチ、トマト、レッドホットカレー・・・たくさんありますね。今年の夏は
暑い予報ですが、元気に乗り切っていきましょう。

編 集 後 記

情熱to行動力委員会委員長　高　井　清　貴６月卒業例会
　平成28年度卒業例会を6月15日、ホテルニューオータニ鳥取にて開催いたしました。総勢134名で盛大な卒業例
会になりました。
　卒業証書授与では、卒業生お一人おひとりから、青年中央会の思い出や後輩に対する想いを語って頂きました。
その想いを現役会員もしっかりと伺い、各個人が今後の活動の目標の一つとなる言葉を得ることが出来たと思い
ます。
　また、各委員会の卒業生への記念品授
与では、趣向を凝らした委員会の個性が
表れる素敵なステージとなりました。乾
杯があったり、合唱があったり、想いあ
ふれる表現で卒業生も感激頂いていたと
感じました。
　2次会も当委員会が一丸となり、盛り
上げる事が出来たと思います。「栄光の
架橋」を全員で合唱出来た事が、最高に
感動しました。
　最後に、年度の最終例会を担当させて
いただき、貴重な体験が出来たことに感
謝申し上げます。支えて頂いた委員会の
皆さん、井上会長、役員の皆様、一年間
ありがとうございます。

　 役員会 例　会 三役会

平
　
成
　
29
　
年

７月６日（木）７月20日（木）ニューオータニ鶴の間 ７月27日（木）

８月３日（木）８月14日（月）しゃんしゃん本通り ８月31日（木）

８月24日（木）とりぎん第二会議室

９月７日（木）９月19日（火）とりぎん第二会議室 ９月28日（木）

10月５日（木）10月15日（日）子供の国 10月23日（月）

11月２日（木）11月16日（木）ニューオータニ鳳凰の間 11月30日（木）

12月７日（木）12月21日（木）とりぎん第二会議室 12月28日（木）

平
　
成
　
30
　
年

１月４日（木）１月18日（木）ニューオータニ鶴の間 １月25日（木）

２月１日（木）２月15日（木）
とりぎん文化会館

小ホール
２月22日（木）

３月１日（木）３月15日（木）鳥取市文化センター ３月29日（木）

４月５日（木）４月15日（日）湖山池オアシスパーク ４月19日（木）

４月26日（木）５月17日（木）未定 ５月31日（木）

６月７日（木）６月21日（木）モナーク ６月28日（木）

平成29年度　役員会・例会・三役会日程

Information
★新入会員紹介★
保木本　淳　鳥取市役所
　　　　　　自中ＰＲ委員会
南部　瑛祐　㈱MORIZO
　　　　　　チーム力向上委員会
松藤　勇貴　㈱エヌ・エル・エヌ
　　　　　　すきま へ ＧＯ委員会


