
　鳥取県東部中小企業青

年中央会20年度34期を

全事業無事終了する事が

でき、会員の皆様に感謝

いたします。“楽しい事

から始めよう”“会員と会

員の距離をもっと近く

に”とスタートをきり、

「人間力」　「原点回帰」

をテーマに１年間があっ

という間に通り過ぎてい

きました。「人間力」を“人の心に働きかけ人を動かす力”

と仮定し、自分の思いを他人の言葉ではなく自分自身の個性

で言葉で伝え合ってゆく、このことが青年経済団体の原点で
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あると確信しておりました。まだまだ志なかば、職責は全う

しておりませんが21年度、西根会長のテーマの中にも「人」

というキーワードがたくさん入っております。

　「経営力を磨け」　「人を動かせる人になろう�」このすば

らしいテーマのもと、私のやり残したものを必ず全会員に伝

えてくれる事をおおいに期待しております。

　私自身も卒業年度、留年して後１年間皆さんにお世話にな

ります。直前会長としての役職もありますが、青年中央会の

長老としてうまくは言えませんが何かを残してラストイ

ヤーを全うしたいと思っております。最後になりますが21

年度青年中央会が西根会長のもとすばらしい魅力のある年

度となります様に祈念してあいさつといたします。

　青年中央会のみんな、「本当に１年間ありがとうな�」

　皆さんこんばんは！

で、始まる鳥取県東部中

小企業青年中央会の第

35代会長を務めさせて

頂く西根伸吾でございま

す。今年度は35周年記

念式典や35周年事業、そ

して鳥取因幡の祭典等も

あり、とても目白押しな

一年になろうかと思いま

す。

　そんな中、世界経済の悪化もやっと底打ち感は出てきたと

は言いますが地方の中小企業にいたってはまだまだ実感が

無いのではなかろうかと思います。

　しかし、私達の東部青年中央会は今年度のテーマとして

『経営力を磨け』サブテーマとして『人を動かせる人になろ

う！！』を掲げこの時代だからこそのチャンスを見つけ、景

気のせいや行政のせいや社会環境のせいにしないで独自に

成長していく術を身に付けていけるような本物の『経営者や

幹部』を育成できる本当の意味での『ビジネスに特化』した

一年にしていく所存でございます。

　私は、経営者（企業）が本当にしないといけない社会貢献

とは、雇用、納税、消費、教育なのではないかと考えており

ます。そういう社会貢献ができる企業をどんどん輩出でき

るような東部青年中央会を目指して一年頑張っていきたい

と思いますので皆様のご協力やご支援の程宜しくお願い致

します。
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田中 寛之さん 中村 育史さん 金本 勝彦さん

谷口 昌弘さん 池口 哲夫さん 西平 晶亮さん

例 会 報 告

6月例会を終えて6月例会を終えて
パワーシップ委員会　委員長　林　正太郎　

　パワーシップ委員会は６月18日（木）ホテルニューオータニ鳥取　鶴の間（西）において一年間の総決算とも言え
る、平成20年度卒業例会を開催いたしました。６名の同士にエールを送ろうと、この日の例会には会員66名、OB26
名の合計92名の参加があり、終始和やかなムードの中、盛大に執り行われました。
　また、臨時総会では、平成21年度新役員と運営規約の一部改正案も無事承認され、西根丸の出発準備が無事整った
日でもありました。
　笑いあり涙ありの例会にしようと、さまざまな企画を練りましたが一番の盛り上がり部分であるスクリーン上映会
では、学生時代、結婚当初、家族、会に入会したての頃、それぞれの人生においての原点を映像でまとめ、卒業生に
思い出を振り返っていただきました。また、映像のクライマックスでは卒業生の奥様、お子さんなど、ご家族からの
メッセージ、また会員からのメッセージを流し、涙涙の中、感動のラストシーンを迎えることができました。
　「卒業生退場」の合図で、一時代を築かれた偉大なる先輩方を外に導き終えると、緊張が緩んだせいか、ついほろっ
ときてしまいました。
　例会終了後、さまざまな方から、「すばらしい例会だったね」とお褒めの言葉を頂きましたが、卒業生を無事に送り
出すことが出来たのも、例会運営にご尽力いただきましたパワーシップ委員会メンバー、会員一人ひとりのお力添え、
ご協力があってこそのことであったと思います。この場を借りてお礼を申し上げます。皆様、本当にありがとうござ
いました。
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副会長　八 木 智 一
資産形成委員会

　平成13年度に入会して早８年……。

　昨年度に引き続きまして副会長をさせていただくことになり

ました。

　今年度は『経営力を磨け』のテーマのもと、資産形成委員会

を担当させて頂きます。

35周年という大変重要な節目の年に重要なポストにつけるこ

とに大変感謝しております。今年度は昨年学んだ経験をフルに

活かして西根会長の考え・思いを委員会に伝える架け橋となっ

て頑張っていきます。

　また、委員長を筆頭に委員会メンバーみんなが、『この委員会

は最高だな～！！』って言っていただけるように、陰ながら応

援していきます。

　自分自身も自分らしく人間臭く（いい格好できません！！）

頑張りますので、

　みなさん！！この1年　よろしくお願いします！！

副会長　常田孝一郎
企業価値向上委員会

　今年度副会長をさせていただくことになりました。35周

年を迎えた今年度、西根会長のテーマは「経営力を磨け」で

す。担当させていただきます企業価値向上委員会では、工藤

委員長・岡本副委員長のもと、「自社へのニーズは何か？」「競

合他社との違いは何か？」など全員参加のワークショップ形

式で掘り下げ「自社の強み」を発見することでこのテーマを

追求します。また、35周年という特別な年にもなります。

皆さんがメリハリをもって、肩の力を抜いて、何より楽しく

活動できるようがんばりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

副会長　千 馬 高 広
経営強化委員会

　中央会に入会しまして、早いもので６年、この間に委員長、

県出向等経験させていただき、今年度初めて副会長をさせてい

ただくこととなりました。これまでの経験を生かしながら、西

根会長をサポートし、みんなでより楽しい中央会活動ができる

ように、がんばりたいと思います。

　担当委員会は経営強化委員会で、西根会長の掲げる今年度の

テーマ「経営力を磨け」に直結したものであり、委員会で学ん

だことをメンバーそれぞれが自社にフィードバックできればと

考えます。もちろん勉強だけでなく、活動を通してほんとの仲

間づくりをしてほしいなと思います。

　初めての役職で戸惑うこともあるかもしれませんが、一年間頑

張りたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。

副会長　水 野 一 久
人間力形成委員会　夢・実現委員会

　今年度、副会長を務めさせて頂くことになりました水野で

す。

　「人間力形成委員会」と「夢・実現委員会」の２委員会を

担当させて頂きます。委員長・副委員長とともに委員会メン

バーとの信頼関係を第一に「人脈づくり」や「スキルアップ」

を全員でやっていきたいと思います。また、西根会長の『経

営力を磨け』というテーマのもと、ビジネスに特化した会を

実現するために、いろんな角度から経営というものを見つ

め、しっかりと勉強をしていきたいと思っております。一年

が終わった段階で「去年より青年中央会が好きになった」「青

年中央会とはこういうものだ」と胸を張って言えるように全

力でやっていきます。宜しくお願い致します。

副会長　鳥 越 宣 孝
未来創造委員会

　本年度２年目の副会長をさせていただくこととなりました。

本年は当会35周年の節目の年でもあり、テーマは『経営力を

磨け』です。西根会長らしいテーマでありますし、自身の昨

年の経験をいかし、会員の皆様と自身にとっても節目の年度

にしていきたいと思います。またこの年度に副会長を拝命さ

せていただいた事を誇りに思える１年にしたいと思います。

　担当委員会は未来創造委員会です。この委員会も委員長を

バックアップして明るく楽しく学べる委員会になるようにし

ていかせていただきます。また早速担当実行委員会である親

子ふれあいも目の前に迫ってきています。こちらも大成功に

むけてがんばります。

　東部青年中央会が会員一丸となり西根年度を盛り上げてい

きましょう。　皆様どうぞ宜しくお願いします。



 ������������ 未来創造委員会　委員長　井崎  行博　
　平成19年・20年と２年間、副委員長を経験し二人の委員長に色々と
勉強させて頂きました。
　私は今まで委員会を家族・例会を会社と思い中央会を活動してきまし
た。委員会メンバーが一つの家族と成る様に頑張って行きたいです。
　当委員会では人間力をメインテーマとして、目標を見据えた人材育成
をサブテーマとしまして活動していきます。人を育てることは容易なこ
とではなく、自分も成長して行かなければならず、また人を育てること
の勉強・考えることによってリーダーである自分の成長をはかることが
目的です。また、当委員会は、一つの家族に成る為にせっかくの男だら
けの委員会、委員会終了後、皆でお風呂に入りましょう。心をオープンにす
ることで一つの家族に成れると信じています。とにかく１年間頑張っていき
ます。ご協力宜しくお願いします。

 ������������ 資産形成委員会　委員長　茶谷  友士　
　今年度は、『経営力を磨け』をテーマに掲げ、ビジネスに特化した会を
全面的に押し出します。当委員会では、実践力を身につけると共に、幅
広い視野を持った経営者、幹部を目指します。
　この委員会を通じて学んだ事が、10年20年後の会社、又は個人の資
産形成に影響を与えていたとしたら、この委員会の意味があったと言え
ると思います。今、世界情勢は先行きが不透明な状態が続いています
が、この不景気だからこそできる事があると思います。
私も含めてしっかり勉強し、しっかり学び、積極的な委員会活動を展開
していきます。人生とは、ちょっとしたきっかけで、大きく変化します。その
きっかけ作りに少しでもお役に立てればと思っております。
　また、今年度は総務系担当委員会でもあります。円滑な会の運営を心
掛け、やる気と勇気を持って１年間頑張りますので、よろしくお願いし
ます。

 ���������� 企業価値向上委員会　委員長　工藤  陽平　
　本年度、委員長を務めさせていただきます。工藤です！どうぞよろし
くお願いします。
　西根会長より本年度のテーマとして「経営力を磨け」と頂きました。当
委員会では「企業の価値＝ブランド力」にスポットをあて1年間活動し
ていきます。
　100年に一度と言われる不況の中、この鳥取にも大資本・大型店が進
出しインターネットでの買い物も容易な時代になりました。この過当競
争の中「自分独自の価値」を大切にすることがより求められると思いま
す。1年間の委員会活動を通して委員会メンバーそれぞれのブランドを
発信していけたらと思います。
　初めての委員長ということで至らない点も多いかと思いますが、楽し
く・笑顔あふれる委員会になるよう皆さんと一緒に頑張っていきたいと
思います。１年間どうぞよろしくお願いします。

 ������������ 経営強化委員会　委員長　藤原  正実　
　当委員会は今年度テーマ『経営力を磨け!』の下「経営資源の力＝経営
力」として捉え、委員会メンバーの経営資源の強化を目標に活動します。
　元気な企業には、元気な企業の素・原動力となっている経営資源があ
ると考えます。
委員会内の企業訪問をとおして、経営力を向上させる為には何が無駄
で、何を伸ばせば経営力の強化に繋がるかをテーマに考え・ディスカッ
ションを重ねるなかで、委員会メンバーの経営力（経営センス）を磨き、
経営に携わる者としての資質を養える委員会にしたいと思います。
　前年度に続きまして委員長を務めさせて頂くことになりました。
昨年に学んだ事を活かし、委員会運営をしていきたいと考えております
が、何分まだまだ若輩の私です。委員会メンバーの方々はじめ、皆様に
ご指導頂きながらになると思いますが、楽しく充実した委員会活動を心
がけて頑張ってまいりますので、1年間ご協力よろしくお願い致します。

 ����������� 人間力形成委員会　委員長　山本  　浩　
　感動的な卒業例会の余韻も覚めやらぬ中、いよいよ新年度が動き出し
ました。
　昨年の中村委員長に続き、卒業年度の委員長という大役を仰せつかり
しかも35周年という節目の卒業生なので、大変気が引き締まっていま
す。
　さて、我が委員会は、本年度のサブテーマ「人を動かせる人になろ
う！」に着目し、「人を無理やり動かすのではなく、共感、納得しても
らって動いてもらう。」という「人間力」を、委員会メンバーが「形成出
来る」委員会として出発します。
「北風と太陽」の話にもあるように、委員会メンバーが「北風」ではなく「太
陽」になれるような「人間力形成」を目指していきたいと思います。
　当委員会は、委員長以外比較的メンバーが若く（笑）、そして在籍年数
が少ないメンバーが多いのですが、年齢、在籍年数に関係なく、素晴ら
しい先輩方の想いを継承し、そして「尊厳できる間柄は、決して切れな
い」を合言葉のもと、メンバーが和気藹々と楽しめる委員会にしていき
たいと思います。よろしくお願いいたします。

 ������������ 夢・実現委員会　委員長　田中  克治　
　本年度、西根会長の下、委員長を勤めさせていただきます田中です。委
員会名は、「夢・実現委員会」です。
本年度のテーマ「経営力を磨け」
　本年度の基本方針「人を動かせる人になろう」にそって一年間委員会
活動を行うわけですが、我が委員会は「夢」をキーワードに委員会を進
めていきます。
　家族の事、仕事の事、自分の事、人は大なり小なり、その人なりの夢
を持っています。でもそれを実現できている人は少ないはずです。
私はその点に着目し、夢を語り、夢を実現出来れば、それが自分自身の自
信につながり魅力のある人に生まれ変われれば、自分の周りに人が集ま
り、そこで｢夢｣を語り、周りの人を実現に導くことによって本年度の基本方
針である｢人を動かせる人｣になれるのではないかと思います。つたない委
員長ではありますが委員会メンバーの力を借りながら一年間、頑張って行
こうと思いますので宜しくお願いします。

　会報「おおぞら」７月号の編集作業を無事に終え、ようやく今
年度の役目をすべて終えた「おおぞら」編集長の林です（笑）
　平井年度も大変素晴らしかったですが、今年度は西根会長
のもと役員一丸となり、事業を大成功に導いていただきたい
と思います。
　最後となりましたが一年間、原稿依頼を快く引き受けてい
ただきました皆様にこの場をお借りいたしましてお礼申し上
げます。本当にありがとうございました。

　パワーシップ委員会　林　正太郎

� � � �

三役会
ホテルモナーク

原則第4木曜日　18：00～

例　会
ホテルニューオータニ

原則第3木曜日　17：15～

役員会
ホテルモナーク

原則第1木曜日　18：00～

24日（金）
16日（木）

実行委員会【35周年記念式典】
7月2日（木）
新旧役員会

平成21年

8月27日（木）
8月2日（日）

実行委員会【親子ふれあい】
7月30日（木）
8月役員会

24日（木）
17日（木）

資産形成委員会
9月3日（木）

29日（木）
15日（木）

人間力形成委員会
10月1日（木）

26日（木）
18日（水）

企業価値向上委員会
11月5日（木）

24日（木）
17日（木）

経営強化委員会
12月3日（木）

28日（木）
21日（木）

人間力形成委員会【新年例会】
1月7日（木）平成22年

25日（木）
18日（木）

未来創造委員会
2月4日（木）

25日（木）
18日（木）

夢・実現委員会【35周年特別例会】
3月4日（木）

28日（水）
18（日）

実行委員会【フラワーフェスティバル】
4月1日（木）

27日（木）
20日（木）

資産形成委員会【委員会報告会】
5月6日（木）

17日（木）
企業価値向上委員会【卒業例会】

6月3日（木）

平成21年度　役員会・例会・三役会／日程（案）
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木村年宏氏/㈱ＳＩＡシステムスタジオ �� 人間力形成委員会　
植田洋志氏/㈱トラベルハウス ������ 未来創造委員会　　
松島慎吾氏/土地家屋調査士松島浩之事務所  未来創造委員会　　
上田　隆氏/㈲津ノ井薬局 �������� 経営強化委員会　　
田中大統氏/大山日ノ丸証券㈱ ������ 資産形成委員会　　
平野裕次郎氏/㈲一高土木 �������� 企業価値向上委員会
清水剛毅氏/三井生命保険㈱鳥取統括営業部 � 資産形成委員会　　
吉田雅之氏/㈲フラワーショップヨシダ �� 夢・実現委員会　　
猪口幸則氏/㈱第一電器 ��������� 人間力形成委員会　


