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　平成29年度、43期を皆さまのご協力をいただき、無事終えることができました。
昨年7月に43期がスタートすると、ほんとにあっという間の一年であったと思います。
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～とし、私自身、
会長という立場で例会・委員会に関わらせていただき、強みを磨く良い経験をさせ
て頂きました。
　振り返ると、昨年度の屋外企画の事業はほんとに雨・雨・雨の年度でありました。
天候には勝てませんが、担当委員会には雨なりに楽しめる例会にして頂きました。
担当された委員長・副委員長ありがとうございました。43期役員の皆さん、皆さん
の力があったからこその一年でした。私にとって最高のメンバーであったと思います。

　そして44期、茶谷会長年度がスタートします。自分と同世代・同級生が卒業し、少し寂しいように感じますが、
直前会長としてできる限り茶谷会長をサポートし、年度テーマである「証を刻め」を念頭に、青年中央会最終年
度を楽しみたいと思います。
　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。元気な企業の集まった存在感のある会を目指し、私なりに頑張りたいと思います。
　会員の皆さま、44期も学び・遊びのメリハリを忘れず、しっかりと楽しんでいきましょう。一年間よろしくお
願いいたします。

　皆さん、こんばんは！
　平成30年度、第44期会長を務めさせて頂きます、茶谷友士（チャヤトモジ）です。
今年度テーマ『証を刻め』と致しました。我々が、青年中央会に在籍出来る時間は、
限られています。そして、人生にも同じ事が当てはまります。この限られた移り行
く時間の中で、我々が、後世に残せる物は何なのかを、真剣に考えてもらう一年間
に致します。
　委員会テーマ、「環境問題」・「世界の中の日本」・「T.S.Cの10年ビジョン」・「お金」・「生
き方」もそれぞれ重要で、簡単に答えが出るというものではないと思います。しか
し様々な物の見方、アプローチの仕方によって、この情報化社会での賢明な取捨選択、

本質を見抜く力を養う事ができるテーマです。個性あふれる委員長の委員会運営を期待しています。
　また、サブテーマを～人として生きる～と致しました。我々が、ビジネスで他の会社とお付き合いする時、そ
れは、その会社の社長、または関わりのある担当者との関係が非常に大切です。その会社の技術力や歴史的な背
景などもあるかもしれませんが、最終的には、その方が、人として信用できるか、ではないでしょうか。人を思
いやる、期日を守る、要望が反映されている、仕事に熱意を持っている、など、最初の頃は、この人に任せれば
大丈夫だ、と思って頂き、月日が経つと、この人にしてもらわないと不安だ、という信頼関係を築けるかどうか
です。当たり前と思える事が重要です。
　世界で活躍するトップアスリートが日々やっている事は、地道な事の積み重ねです。幾つかの困難を乗り越え、
諦めない心を持って、継続したものが味わえる喜びを知っています。この東部青年中央会も、すべての青年経済
人に必要とされる地域で一番の存在を目指して、青年らしい勇気と元気をもって、高い目標に挑み続けます。そ
の先にある喜びを得るために。一年間、よろしくお願いします！

会長あいさつ 第44期会長　茶　谷　友　士

直前会長　千　馬　高　広直前会長あいさつ
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　本年度、Moneyジメント委員会の
委員長を務めさせて頂きます森田功
一です。活動テーマを「金と共に生き
る」としました。当委員会は、活動テ
ーマの通りお金について真剣に考え、
学ぶことで、お金に対してこれまでと
は違う見方をできるようになればと
考えます。

　また、本年度「証を刻め」というテーマのもとに、サ
ブテーマを「仲間を作ることで証を刻む」としておりま
す。一年間通して会員同士、お互いに信頼できる関係を
築ける事を目標とし活動していきたいと考えます。
　担当例会は７月例会、２月例会です。年度初めの例会
を担当致しますので、茶谷会長年度が良いスタートをき
れるよう委員会メンバーと協力し、精一杯準備して成功
できるよう全力で頑張ります。
　一年間どうぞ宜しくお願いします。

　委員会名に名付けた“グローバライ
ズ/globalize”は国際化［グローバル
化・国際展開］するという意味です。
　当委員会では、地元や近県、または
日本全体だけを見るのではなく、グロ
ーバルな視点で自国や自社を見られ
る経営力を、海外研修などを通して育

成します。それと同時に、自国の強みを知るべく、日本
特有の文化やマナーにも触れていきます。
　視点を変えて物事を見ることができる様に意識改革を
促し、自己研鑽（人として生きる術を学ぶ）や自社の発
展に繋がる思考を生むきっかけを、委員会活動や海外研
修を通して見出します。
　会員皆様が、人生の糧になった！と思ってもらえる委
員会を目指して頑張りますので、皆様一年間、宜しくお
願い致します。

　今年度、十方美人委員会（じっぽう
びじん）の委員長を務めさせて頂き
ます大谷拓也です。活動テーマを『全
ての「人」から求められる「カッコい
い」を目指して』と致しました。「T.S.C
の10年ビジョン」を委員会ビジョン
の基軸として自分本位の成長だけで
はなく、社員、家族、仲間からみて憧

れる存在となる為の様々な「カッコいい」を学び、実践
していきます。
　そして、本来「どの点から見ても欠点のない美人」と
いう意味である「八方美人」を超える「十方美人」を目
指します。
　11月オープン例会と５月例会、そして総務を担当致
します。11月オープン例会では来場頂く全ての方の心
に刻まれる例会となるよう委員会メンバー一丸となって
頑張っていく所存です。一年間どうぞ宜しくお願い致し
ます。

　本年度、委員長を務めさせていただ
きます上田隆です。委員会活動テーマ
を「次代へ生き残るために～ T.S.Cの
４つの挑戦に挑む～」とさせていただ
きました。グローバル化、大手の進出
など、今までの価値観が大きく変わろ
うとしているこの時代に生き残るヒ
ントは「T.S.Cの４つの挑戦」に示さ

れていると考えます。当委員会ではビジネスゲーム・サ
バイバルゲームを行い、委員会メンバーの団結を図りな
がら、この時代を生き残るため、経営者に必要な広い視
野を養うトレーニングをしていきます。また、「第16回
フラワーフェスティバルin湖山池」は、「感謝」「楽しい」

「収益」を柱として企画・立案を進めていきます。この
イベントに参加して下さるすべての方々への感謝を忘れ
ずに、委員会メンバーと共に楽しみながら大成功に導け
るように頑張っていきますので、1年間どうぞよろしく
お願いします。

　本年度、アウェアネス委員会の委員
長を務めさせていただきます倭島です。
　活動テーマを「環境問題～エコ意識
向上でより良い企業へ～」とし、豊
かさや利便性を追求し→生産し→消
費し環境対策も必要とされている現
代ですので、まずは自身がエコに対す
る「意識向上（awareness）」が必要
と考えます。

　そこで当委員会では、身近に取り組む事ができるエコ
活動「３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）・効率化」
循環型社会について学び、自社・家族により良い環境づ
くりができるエコ意識の向上を目指すとともに、委員会
メンバーと知恵や工夫を出し合い共に楽しく♪「証」を
刻んでいけるよう活動をしていきます。
　また、当委員会で10月家族ふれあい例会、３月例会
を担当させていただきます。エコを通じ、楽しんでいた
だける例会づくりを目指します。
　最後に委員会メンバーの皆様、至らない点が多々ある
と思いますが、１年間どうぞ宜しくお願い致します。

　今年度、「今を生きる僕たちの委員
会」委員長を務めさせていただきます
伊藤です。
　活動テーマは「自身の価値観を探
り、パーソナルブランドの確立と自分
らしい生き方を明確にする。」と致し
ました。
　青年中央会では45歳までという限

られた時間の中で共に学び、酒を酌み交わし、共に時間
を過ごします。そこには会員の数だけの価値観、そして
生き方が存在すると考えています。当委員会ではパーソ
ナルブランディングを通して自分らしい生き方を明確化
し、次世代のリーダーとして自信を持って個を発揮で
きるよう活動して参ります。12月例会と６月卒業例会、
広報を担当させていただきます。会員それぞれの“自分
らしさ”に焦点を当てた内容が出来るよう委員会一丸と
なって取り組んでいく所存です。一年間、何卒よろしく
お願い致します。

森田功一　Moneyジメント委員会委員長

諸寄英久　グローバライズ委員会委員長

大谷拓也　十方美人委員会委員長

上田　隆　サバイバル委員会委員長

倭島考史　アウェアネス委員会委員長

伊藤省吾　今を生きる僕たちの委員会委員長

新委員長あいさつ
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新副会長あいさつ

　２年ぶり２回目の副会長を務めさ
せていただきます、田中雄之です。ま
だまだ若輩者で力不足を実感してお
りますが、精一杯努力して茶谷会長を
サポートしてまいりたいと思います
ので、皆様どうぞよろしくお願いいた
します。

　今年度のテーマは「証を刻め」。これまでの44年間に
刻まれた「証」があっての当会において、どのような「証」
を刻めるかはわかりませんが、自分に出来ることも出来
ないことも、全力で取り組むことで何かしらの「証」を
刻めたらと思います。
　また、担当させていただきますMoneyジメント委員会
では、「金と共に生きる」をテーマに掲げた森田委員長
と原田副委員長をしっかりバックアップし、委員会とし
ての「証」を刻めるよう、皆さんと共に学んでいきたい
と思っております。

　平成30年度、茶谷会長のもと、副
会長を務めさせていただきます林で
ございます。
　早いもので中央会在籍16年という
月日が過ぎました。その間に本当にい
ろいろな出来事がありました。その中
でたくさんの人と出会い、たくさんの
経験させていただき、また、たくさん
のことを学ぶ機会を得ました。

　そして、今年度、当委員会では『世界の中の日本』を
活動テーマに一年間勉強していきます。今後は日本だけ
ではなく、グローバルな視点で物事を俯瞰する力を持つ
必要があります。
　鳥取から世界へと羽ばたいていける人材を数多く輩出
していけるよう、委員長が中心となり盛り上げていきま
す。新たな経験と学びを皆さんと一緒に共有していきた
いと思いますのでよろしくお願いいたします。
　今年度の会長テーマは『証を刻め！』です。人として
生きる上で、最も大切なことは何なのか素直な気持ちで
一年間かけて皆さんと共に探していきたいと思います。
　一年間どうぞ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
せていただきます吉田です。担当委
員会は十方美人委員会です。昨年度
は初めての副会長という事で委員会
メンバーと共に大きく成長させてい
ただきました。そして在籍10年目の
今年度も副会長という大役を授かり、
また新たに身の引き締まる思いです。

　青年中央会は今年度で44年目を迎えることとなりま
した。昭和50年に発会し、平成という時を経て、今ま
さにその平成の最後の年を歩んでおります。そして、こ
れまでの歩みには、今年度のテーマに茶谷会長が掲げら
れました「証」が刻まれており、それは私たち会員にも
脈々と受け継がれております。先輩方が様々な経験を次
代へと繋いでくださったお陰で、いま私たちは青年中央
会の「人」として生きることができています。これから
1年、私たちは「証」として何が残せるのかという事を
真剣に考えながら過ごしていきたいと思います。どうぞ
よろしくお願いいたします。

 この度、副会長を務めさせていただ
きます船越誉裕です。
　在籍７年目となり、まだまだ未熟で
はありますが、茶谷会長を全力で支
え、盛り上げ、また新たな実りある最
高の一年間になるよう活動していき
たいと思います。
　今年度担当させていただきますサ

バイバル委員会は、毎年恒例のフラワーフェスティバル
をメインとした委員会です。上田隆委員長、久本副委員
長、委員会メンバーが全力で活動できるよう全力で努力
していきます！！
　フラワーフェスティバルによって地域と来場者の皆様
が心から楽しんでいただけるよう、精一杯このイベント
を作り上げていこうと思います。このイベントは、委員
会だけではなく、東部青年中央会の皆さんが一丸となっ
て初めて成功できるイベントだと思いますので、是非皆
さんのご協力をお願い致します。
　皆様、一年間よろしくお願い致します！

　44期副会長を務めさせていただき
ます、安岡大輔と申します。青年中央
会在籍11年の中で諸先輩方、仲間と
の関わりや様々な事業を通してたく
さんのことを学ばせていただきまし
た。それらを活かして、微力ではあり
ますが茶谷会長を支え、盛り上げてい

く所存であります。
　担当させていただきますアウェアネス（意識向上）委
員会では「環境問題」という大きなテーマを掲げており
ますが、あまり気難しく考えず、倭島委員長、楠副委員
長をしっかりとサポートして、委員会メンバーが楽しみ
ながら学び、アウェアネスしていける委員会を目指して
活動することによって、「証」を刻んでいきたいと思い
ます。
　皆様、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さ
せて頂きます岡大輔でございます。
　今年度は平成最後の年であり、また
新年号最初の年でもあります。記録に
も記憶にも残る一年にすべく、昨年度
千馬会長の元で勉強させて頂いたこ
とを活かしてまいります。そして茶谷

会長を全力でサポートし、担当の委員会が実りあるもの
となり、生きた証を刻めるようこの一年間を大切に活動
してまいります。
　平成30年度は会長より頂いた「生き方」というテー
マを基に、「今を生きる僕たちの委員会」を担当させて
頂きます。伊藤委員長・木村副委員長また委員会メンバ
ーの想いを形にし、この一年間が素晴らしい委員会にな
れるよう尽力致します。
　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。

田中雄之　副会長

林正太郎　副会長

吉田雅之　副会長

船越誉裕　副会長

安岡大輔　副会長

岡　大輔　副会長
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　今年は夏の土用の丑の日が７月20日と８月１日の２回！土用の丑の日といえば「鰻（うなぎ）」。鰻には疲労回復や食欲
増進に効果的な成分が多く含まれ夏バテ防止にはピッタリです。鰻を食べて暑い夏を乗り切りましょう！
　「強みを磨け」の年度テーマとともにおおぞらを発行してまいりましたが、いよいよ今月で最終号となりました。一年間
おつきあい下さりありがとうございました。

編 集 後 記

チーム力向上委員会委員長　石　河　英　直６月例会

　 三役会 役員会 例　会

平
　
成
　
30
　
年

６月28日（木）７月５日（木）７月19日（木）モナーク仁風の間

７月26日（木）８月２日（木）８月23日（木）隼Lab

８月30日（木）９月６日（木）９月20日（木）ニューオータニ鶴の間

９月27日（木）10月４日（木）10月14日（日）隼Lab

10月25日（木）11月１日（木）11月22日（木）鳥取市民会館

11月29日（木）12月６日（木）12月20日（木）とりぎん小ホール

12月27日（木）１月４日（金）１月17日（木）ニューオータニ鶴の間

平
　
成
　
31
　
年

１月31日（木）２月７日（木）２月21日（木）ニューオータニ

２月28日（木）３月７日（木）３月20日（水）とりぎん第二会議室

３月28日（木）４月４日（木）４月14日（日）湖山池オアシスパーク

４月18日（木）４月25日（木）５月16日（木）とりぎん第一会議室

５月30日（木）６月６日（木）６月20日（木）ニューオータニ鶴の間

平成30年度　三役会・役員会・例会日程 Information
★新入会員紹介★

７月入会

平井　勇次 氏　有限会社石野石材工業所
� 　サバイバル委員会所属

松田　禎人 氏　株式会社メモワールイナバ
� 　アウェアネス委員会所属

西原　直美 氏　株式会社Ｗｅｌｍａｔｅ
� 　十方美人委員会所属

★新社屋紹介★
徳吉　雄三 会員
　平成30年4月1日鳥取市尚徳町に徳吉薬局
　日赤前をオープン

　平成30年６月21日（木）ホテルモナーク鳥取 仁風の間にて、今期最後の例会となる平成29年度６月卒業例会
を開催し、千馬会長より卒業証書が授与された９名の会員が青年中央会を無事卒会されました。
　本例会は、卒業生、ＯＢ、現役併せて142名が参加し、卒業証書授与、卒業生の心のこもった熱いメッセージ、
委員会毎に考えた卒業生への四字熟語と
記念品の贈呈を行い、共に学び・遊んだ
ことを懐かしく思い出しながら盛大に卒
業をお祝いすることができました。
　卒業生に記念品として頂いた折りたた
み式テントは今後の活動で大切に使わせ
て頂きます。
　卒業生の皆様　ご卒業おめでとうござ
います。今後はＯＢとして現役会員を温
かく見守り続けて頂ければ幸いです。
　また、一年間チーム力向上委員会とし
て共に学び、最後の最後まで例会運営を
行ったメンバー、例会を一緒に盛り上げ
てくださったすべての会員の皆様に感謝
したいと思います。


