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　新年あけましておめでとうございます。
　本年も引き続き東部青年中央会をよろしくお願い申し上げます。
　本年度も無事に半期を終えて、後半のスタートを切ることが出来ました。私自身、
上半期で沢山の事を学ぶ（知る）ことが出来ました。私に足りないもの。私の弱点等、
私自身でシッカリと認識出来たことにより下半期は少し違う私も出すことができ
たらいいなと感じております。
　本年度、皆様のご支援ご協力により会長をさせて頂いておりますが、私だからこ
そ出来ることを力強いリーダーシップで進めてまいりたい所存でございます。残
りの半期も全力投球は勿論のこと、全会員が心から「幸せです」と思っていただ

けるような会を目指していきます。
　当会は、今まで以上に真の団結力を追求し確固たる信念で構築していきますので、OBの皆様をはじめ関係各位の皆様、
ご期待下さいますようよろしくお願い申し上げます。
　本年も会員の皆様とそのご家族また会員企業の皆様、すべてが平等で幸せな良い年にいたしましょう。
今年も『愛』をもって「家族」「仕事」「青年中央会」すべてを全力でやる！

会長あいさつ

会長　森 原  義 博
　　　　　YOSHIHIRO MORIHARA

決断力向上委員会 委員長
吉　田　雅　之
　 昨 年11月14日、 東
部青年中央会の活動の
中でも大きなイベント
の一つでありますオー
プン例会を開催致しま
した。講師にヒューマ
ンウェア研究所　所長
でございます清水英雄

氏をお招きし、思いやりの心がピンチを救う－「ありがと
うの力」－というテーマにて基調講演を行いました。
　悪天候の中にも関わらず425名という大変多くの方々に
足を運んでいただきまして、非常に盛大な例会を行うこと
ができました。熱気のある講師のお話に多くの方が共感
し素晴らしく心に響く講演をお聞きすることができまし
た。
　私にとっても委員会メンバーにとっても今年度初めての
担当例会でしたが、大成功におさめることができ、今後中
央会活動を行っていくうえで大きな経験を得ることができ
ました。
　会長をはじめ会員皆様が大きな愛を持ってオープン例会
にご協力いただきましたこと、深く感謝したいと思いま
す。本当にありがとうございます。

11月例会  オープン例会 ワンステップ委員会 委員長
田　中　雄　之

　年度当初、森原会長から、大切な方をお招きしもてなす
ことで、青年中央会をより深く理解して頂ける例会にして
くれ！と言われスタートした12月例会。まさに、年度テー
マである「愛」にあふれた例会となったと思います。
　それも、素敵な場所と料理を提供して頂いたレイガーデ
ン、シャンメリータワーでご協力いただいた星会員・倉光
会員・森会員、会場を盛り上げて頂いた鳥取大学奇術部、
ゲームの景品を協賛いただいた会員の皆様のご協力のおか
げです。本当にありがとうございます。
　また、会員一人一人がおもてなしの心を持ってご参加い
ただいたことが、この成功を生んだのだと思います。皆様、
本当にありがとうございます。
　そして、９月から協議検討を重ねて助けて頂いたワンス
テップ委員会のみなさん
本当に感謝しておりま
す。お疲れ様でした！
　最後に、西尾会員、感
動の「愛」をありがとう！
そして、おめでとう！！

12月例会  クリスマス例会
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　１月17日（木）ホテルニューオータニ鶴の間にて恒例の新年例会が開催されま
した。
　平井知事をはじめ、多数のご来賓の皆さま、OBの皆さまと共に新年をお祝いす
ることができました。OBの皆さまと同じテーブルでの着席も定着し、一層の交流
を図ることができました。
　今年度、トラストアップ委員会では「ホスピタリティ」を学んでいます。ご来

賓の皆さま、OBの皆さまに対する「おもてなし」の心をもち、「目配り気配り心配り」の委員会テーマに沿った例会
運営が実践できたのではないかと思います。当日のスケジュール変更も、入会間もない中村会員の見事な名司会で無
事に終えることができました。
　皆さま、ご協力ありがとうございました。

トラストアップ委員会 委員長　永　美　勝　正1月例会  新年例会

①企業名：株式会社　久本管工
業務内容：基礎工事、外構工事、設備工事、管工事、
土木工事、除雪業
PR：急な仕事でも迅速に対応できる機動力です。
　除雪業も行っておりますので、駐車場などの除
雪は是非久本管工へ！！
②レーサーかユンボの運転手になりたかったで
す。

　車やバイクが大好きで、のめりこんだらハマるタイプなので20
台前半の頃はしょっちゅう峠に走りに行っていました。
③

④仕事です。
　27歳のころから独立して頑張っているところ
なので、時間があれば仕事をしたいと思っていま
す。
　あえて言うなら、昨年の９月ごろから始めたゴ
ルフかな？
⑤特にこれが好きというものはありませんが、お
酒を飲む場の雰囲気が好きです。

　普段はビールを飲んで嫌なことは忘れて、次の日の仕事にのぞむ
ようにしています。
⑥智頭で同業のアルバイトをしていたのがきっかけです。
⑦この仕事の魅力は？
　この仕事は現場が毎日のように変わるので、視点が変わるのが魅
力です。
　水道管工事は掘ってみてからじゃないと、どのようになっている
のか分からない、型にはまらない面白さがあります。
　それに対し、基礎工事は人に見える仕事。
　いい仕事をするとそれが評価され、次の仕事につながるのが魅力
で、建物を作るうえで一番大事なところを作っているという充実感
があります。

「家は100年、基礎は200年残す」という気概をもって人より良い
仕事をできるように心がけています。
⑧起業する前と今、変わったことは？
　起業するときは、不景気のせいもあり、周囲から反対もあったの
ですが、「自分一人なら何とかなるだろう」と…ほぼノリで始めま
した（笑）
　起業前は、一職人として早くて良い仕事をすることが第一でした
が、今は自分の思いを従業員の方に伝えるのに苦労しています。
⑨中央会に入会されたばかりですが、現時点の感想は？
　例会、委員会に参加して、みんなが上手に話せるのがすごいと思
いました。
　まだ中央会のためになるような準備ができておらず、今のところ
みなさんの役に立てていないのが申し訳ないと思っています。
⑩これからの目標は？
　魅力人委員会に入った時、いい委員会に入れてもらったと思いま
した。
　魅力ある人間になり、魅力ある会社を作り、地域のためになる仕
事ができるようになりたいと思っています。

久本　幸広　会員　（魅力人委員会）

①企業名：船越工業株式会社
業務内容：一般住宅の外壁工事が主な仕事
です。
PR：鳥取県東部に限らず、西部・関西の仕
事も受けています。 
②バスケット選手になりたかった。
　小中高とバスケット部に所属し、部活三
昧の日々を送っていました。

　城北高校時代には主将として、県大会で城北高校初の優勝を
飾りました。
　写真は中国大会で選手宣誓をした時の写真です。

（城北高校が県大会で優勝したのは現時点でこの時だけでした）
③

④ゴルフです。週２回ほど練習を行ってい
ます。
⑤基本的に、晩酌などはあまりしませんが、
お酒は弱くないと思います。
　飲むときはビールが多いです。
⑥車の整備の専門学校に通っていたのです
が、入学する前の想像とまったく違い、全

寮制で門限が９時の学校で、「ここは刑務所か？」と思ってい
ました。
　真面目に通ってはいたのですが、まだ遊びたい盛りで、明確
な目標もなかったため、これなら働いてお金を稼いだほうがよ
いと思い、半年で中退してしまいました。
　友人の紹介で建設会社に入社し、２年くらいして独立、５年
前に会社を設立し、今は毎日がむしゃらに働いています。
⑦中央会に入会されたばかりですが、現時点の感想は？
　いろいろな業種の経営者と話し、成長していければと思って
います。
　クリスマス例会では、家族にも自分のやっていること、仲間
を知ってもらうことができ、とても楽しい時間を過ごすことが
できました。
　入会したからにはとにかく出席することが大事だと思ってい
ます。
　出席しなければ、会のことも分からず、何の勉強にもならな
いので、忙しくても極力出席するように心がけています。
　今年度もあと半年、欠席することがないように頑張っていき
たいと思います。
⑧これからの目標は？
　売り上げだけではなく、利益率も重視した経営を目指してい
きたいと思います。
　経営者だけが良い思いをする会社ではなく、従業員、その家
族も幸せな老後を過ごせる会社を作りたいです。

船越　誉裕　会員　（魅力人委員会）
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編集長！
　事件です！！
今回もまた知的な
中央会のイメージ
に合わないワイル
ドな人を発見して

しまいました。
前回はバイクで日本中を駆け巡るライダーでしたが、
今回は波に乗るサーファーです！
現在は集団ではなく個々での活動ですが、奥田卓志氏
と安岡大輔氏の2名です。
まだ他にも潜んでいる人物がいるかもしれません。引
き続き調査いたします。
ちなみにこの写真はとある情報筋からの提供ですが、
分かりにくと思いますので、今年の夏は現場を押さえ
るために、カメラ持って海へ行ってきます♪

１．田中克治会員
　申し訳ありません、弱者
の直感です！！（゜ ;゚）
２．鳥越宣孝元会長
　バイクのアクセルの吹
かし方が様になりすぎて
います！！
３．西根伸吾元会長
　オーラがある上に若い
頃の話を聞いて…。

４．井崎行博県出向理事
５．星宗治会員
６．安養寺務副会長
７．森雅道副委員長
８．谷口貴委員長
９．中島健太会員
10．藤原正実会員

皆様学生時代に引きこもっていた私とは正反対の、
男気ある立派な方ばかりです。

若かりし頃はどうだったのでしょう？

井戸端DE委員会、上田隆が独断と偏見で選ぶ

「若かりし頃、やんちゃしていただろうな」

ランキング　今回も、このコーナーの独
占を目論む谷口貴委員長のお宝
です。

　先号のおおぞらにて、時計を
収集していると伝えましたが、
その中でも1番のお気に入り
は、1898年製造のティファニ
ーのミニッツ・リピーター付き懐中時計です。ミニッツ・リピ
ーターとは、現在の時刻を鐘の音で知らせる機械式時計におけ
る三大複雑機構の1つです。
　100年以上経った今でも、正確に時を刻んでいます。ムーブメ
ント（機械）の仕上げはとても綺麗で、じっと見ていると、吸
い込まれそうになります。
　100年以上経った「役立ったモノ」には「ツクモの神」が宿
ると言われています。（俗的にいいますと、モノに妖怪（精
霊）が憑依するって感じですね。）
　100年も、100年経ってからも役立つモノには、まずは作り手
がモノに「気持ち」「魂」「想い」を入れることにより、次に
使い手が大切に使い続け「気持ち」「魂」「想い」を入れ続け
ているのだろうな…、と思っています。
　私の仕事はモノ作りです。まずは上手に作れなくとも「気持
ち」「魂」「想い」を入れたモノ作り、自分の考える手間よ
り、一手間以上増やす、作る度にどんどん手間が増えてくるこ
とを心がけています。
　私の作ったモノ、いつか精霊が宿る日がくるのかな…。

中央会事件パトロール

　寸 評　（井戸端DE委員会　委員長　谷口　貴）

　やはり田中克治会員強しですね。鳥越元会長もやはり
上位にランクインしましたか…。今度アクセルミュージ
ックを梨花ホール貸し切って聴いてみたいですね。
　西根元会長にオーラがあるのは私も感じております。
　４～７番の方は順当だと思うのですが、なぜ私が８番
にランクインしているのか不思議です。高校時代、やん
ちゃというよりは、がり勉タイプでした。ちなみに当時
のあだ名は「博士」「牛乳瓶」でした。
　10番の藤原会員は、もっと上位にランクインするの
かと思っていました。

マサミ画伯の

落書き
答えは最後のページにあります。

これ  だ〜れだ？これ  だ〜れだ？

①

④

⑦

②

⑤

⑧

③

⑥

⑨
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TSC-FC

TSCゴルファーズ

限界ラバーズ

ラーメン倶楽部

早いもので今年度も残すところ5 ヶ月となりました。井戸端DE委員会では4月に開催される40周年検討例会へ向けて準備を進めており
ます。40周年事業は会員全員でつくり上げていくものです。英知・友愛・団結で皆様のご協力よろしくお願いいたします！

編 集 後 記

　皆さんこんばんは！
　今年度より活動を再
開したTSCゴルファー
ズは１月20日（日）に
岡山の地、作州武蔵ゴ
ルフカントリー倶楽部
にて現役16名とOB様

３名の総勢19名でラウンドして参りました！！
　私は実力不足にも関わらずOB様３名と同組でラウンドさせて
頂き、久しぶりに手に汗を握るゴルフをさせて頂きました。（汗）
　天候にも恵まれて、各組ともそれぞれにドラマあり、笑いあり、
叫び声ありと本当に楽しい時間を過ごして参りました！！
　栄えある優勝は平井OB、準優勝は井崎県出向理事、３位は川
口副会長でした。
　今年度初めての活動で新春ゴルフという形で開催して参りまし
たが、多数のご参加頂きましてありがとうございました。

　みなさま、恋
に焦がれ、愛に
飢えていたあの
時期のことを思
い出してくださ
い。あの日のラ
ーメンはとても
甘酸っぱかった
ですね。親に反

抗し、学校から飛び出したあの日を思い出してください。こっそ
りラーメンを食べながら、自我を磨いてきたのですね。
　私たちは、ラーメンを食べながら、大人の階段を昇ってきまし
た。そして今、友との親交を深め、ビジネスを飛躍させるために。
一緒にラーメンを食べましょう！

キング克　山根　克仁

主幹事　松島　祐一

キリコミ隊長　前田　真教

書記　谷口　　毅

★毛利一興会員（有限会社　毛利商店）
　建築、土木工事分野で、防水、塗装、コンクリート
保護工事をやってます。
　営業範囲は現在、中国地区、関西地区です。

★西川文雄会員（弁護士法人　西川総合法律事務所）
　当事務所は、地域に貢献し、皆様にとって身近な存
在となれるように努力しています。
　敷居が高いと思われている法律事務所のイメージを
払拭し、気軽にご相談いただけるよう、様々な無料相
談を用意し、依頼しやすい費用体系にしています。

★坂本健一会員（株式会社　SC鳥取）
　サッカークラブ「ガイナーレ鳥取」の運営
　サッカー試合の開催、運営
　プロサッカー選手のマネジメント業務　他

新社屋落成
★自遊空間 鳥取店（鳥取市湖山町東）
　　岡　大輔会員（井戸端ＤＥ委員会）
　　11月１日　営業譲渡を受ける

★Ｎight Lounge Ｒ（鳥取市弥生町）
　　亀木理加会員（ワンステップ委員会）
　　11月７日　移転拡大オープン

★花工房やぎたに 駅南店（鳥取市扇町）
　　八木谷勇二会員（魅力人委員会）
　　11月30日　オープン

前回の挑戦者

　TSC-FCは2月・
３ 月 に 行 わ れ ま す
BluesCupに 向 け て
練習を積んできまし
た。楽しい中にも厳
しさありで、日々向
上心を持って練習を
しています。後日、
良い結果を報告でき

るのを楽しみにしています。
　また、一緒に汗を流せる仲間を常に募集しています。経験・未
経験は問いません。気軽に声をかけて下さい。楽しい時間を共有
しましょう。
　本年も宜しくお願い致します。

　ロンドン五輪で
NHKの ゴ ー ル デ ン
タイムで放映された
こともありここんと
ころ人気上昇中のト
ライアスロン。そん
なかっこいい競技が
鳥取県内でも湯梨浜
で６月に行われてい
ます。オリンピック

と同じ距離で競われ、ガチの方は２時間ぐらいでゴールされます
が、普通の方は３時間～４時間ぐらいで完走出来るのでフルマラ
ソンを走るよりも断然楽。今から練習しても充分に間に合います
よ！ただいま挑戦者募集中！！

新入会員紹介

これだ〜れだ？　答え ①坂本　憲一　副委員長　②永美　勝正　委員長　③森脇　勲　会員　④谷口　貴　委員長　⑤常田　孝一郎　会員
⑥茶谷　友士　地区監事　⑦岡　大輔　会員　⑧上田　隆　会員　⑨坂本　憲一　副委員長

★Private salon Peeba（鳥取市弥生町）
　　成川博敏会員（ワンステップ委員会）
　　12月１日　オープン

★厚生労働省認定　優良登録相談機関
　（職場のメンタルヘルス対策）

　カウンセリングルーム　たいよう
（鳥取市桂木）

　　松田直美会員（井戸端ＤＥ委員会）
　　12月３日　移転


