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　平成24年度は、皆様に支えていただきながら任期を全うすることができまし

た。なによりも皆様のお陰でございます。本当にありがとうございました。

　平成25年度は、牧浦新会長が掲げるテーマ『源流強化』、サブテーマに『青年

中央会を楽しむ』でスタートいたしました。そして、40周年事業の準備等を牧

浦新会長は、見事にやり遂げられると確信しております。牧浦新会長はこの１

年間を『青年中央会に全身全霊をささげる』と言われました。今期役員の方は

この発言に応えていただきたい。そして会員の皆様は、本会のキャッチフレー

ズ『時代に挑み、次代を創る。』を念頭に、40周年事業を私達の手で自信を持っ

て実践していきましょう。

　最後に精一杯に青年中央会活動を全うし、生涯の真の仲間づくりのため、厳

しくも論議・討議をしていきたい。メリハリのあるカッコイイ青年中央会を目指して、牧浦新会長を精一杯盛り

上げる覚悟はできています。今後ともよろしくお願いいたします。

　平成25年度　第39期鳥取県東部中小企業青年中央会会長を務めさせて頂きま
す牧浦康寛です。
　私たちは来年、40周年を迎えます。会が、会員企業が40年、50年、ひいて
は100年続く組織を目指すため、会の創設精神（「中小企業の発展」と「後継者
の育成」）や自社の経営理念である「源流」を確実に継承し、表面の理解だけで
なく、行動の基軸とし、精神や理念を適切に「強化」させることを学び、会と
会員、そして、会員企業のさらなる成長を目指しますためにも年度テーマを「源
流強化」といたしました。
　サブテーマは「青年中央会を楽しむ」です。
　入会以来、たくさんな事を学ぶことができました。会を知れば知るほどだん

だん好きになり、活動も面白くなりました。そして、今、青年中央会を楽しんでいます。
　私は会員の皆さんと「青年中央会を楽しむ」という気持ちを共感したいと思います。「楽しい活動」はもちろ
んの事、「「楽しくないと感じる活動」も含めて、楽しむ工夫をし、会を楽しみたいと思います。本気で楽しまな
いといい活動はできませんし、送り出してくれている会社、ましてや自分のためになりません。徹底して楽しみ
ます。
　青年中央会の理念、ＤＮＡを次に引き継ぐリレーランナーとして、綱領のもと、キャッチフレーズ「時代に挑
み、次代を創る。」、行動指針「ＴＳＣの４つの挑戦」を基軸として、38年の歴史を継承し、会員の皆さんが青
年中央会に入会してよかったと思えるような魅力のある会を創るため、愚直にそして真剣に一年間活動していき
ます。ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い致します。

新会長あいさつ

直前会長あいさつ

新会長　牧浦  康寛

直前会長　森原  義博
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告知「８月例会」

　タイアップ委員会は、６月20日（木）ホテルニューオータニ鳥取、鶴の間（東・中）にて６月卒業例会を担当いたしました。
　森原年度の集大成として､卒業生２名を含む会員96名､OB19名の合計115名の出席者で、盛大に執り行いました。
　会員の出席が96名と、90パーセントを超える高い出席率となりました。さらに、例会を担当いたしましたタイアップ委員
会は、本年度２度目の出席率100パーセントを達成しました。
　出席者全員で円陣を作って合唱を行い、合唱後に花道を作って卒業生を送り出しました。
　何人かのOBの方に、心温まる例会だと言われて嬉しく思いました。その様なことを言って頂けたのは、本当に委員会メン
バー全員のお陰だと思っています。タイアップ委員会メンバーの皆さんのご協力と団結で、平井淳子さんと土江征典さんに感
動していただける卒業例会になりました。また、それは全会員さんのご協力によるものです。
　この場をお借りして深くお礼申し上げます｡  会員の皆様、本当にありがとうございます！

　卒業例会を振り返って
タイアップ委員会　委員長　小谷　直大　

６月例会報告

　みなさま、８月の例会はしゃんしゃん傘踊りとな
ります！ ８月14日は、私たちの熱気が、鳥取の街
をジャックする一日です。会員の皆様、従業員、家
族、恋人、みなで一丸となって、全力で楽しみまし
ょう！
　楽しんで踊る姿こそが、最高の中央会のアピール
になるはずです。結束力、友情、情熱を、鳥取中に
見せつけましょう！

提言書の提出
　38年度の井戸端DE委員会の活動の集大成とも言
える「40周年記念事業に関する提言書」を７月４
日に牧浦会長に提出させて頂きました。中央会に対
する会員の皆様の想いが詰まった提言書を今後の活
動の参考にしていただき、40周年に向けて会員一
丸となって向かっていきましょう！



新副会長抱負

　昨年に引き続き副会長を務めさせて頂きます川
口でございます。
　本年度は「経営理念の構築と浸透」をテーマに
した不易流行委員会を担当させて頂きます。
　本年度のテーマである「源流強化」とは、まさ
に経営理念の構築（＝源流）と浸透（＝強化）そ
のものであり、大変やりがいのあるテーマで楽し
みであります。
　また、１年後に迫りました創立40周年に向け
た準備に取り組まなければならない重要な１年で
もあります。
　皆様のご協力を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。

● 川口　孝治
　皆さん、こんばんは!! 平成25年度　牧浦会長
の下、副会長を務めさせて頂くことになりました
企業継続委員会　林でございます。思い起こせば
平成14年10月に青年中央会に入会させて頂いて
から、早いもので丸10年が経ちます。そして今、
副会長という大役を仰せつかり大変身の引き締ま
る思いでありますが、まずは何よりも牧浦会長を
陰で支える事に専念して今年度の牧浦会長のテー
マであります、｢源流強化｣を具現化していきたい
と思います。
　また、今年度は40周年に向けての重要な年度
でもあり、今後50年、100年続いていく会を築
く為に、しっかりと準備をしていきたいと思いま
す。
　一年間どうぞ宜しくお願い致します。

● 林　正太郎

　今年度、副会長を務めさせて頂きます、井崎で
す。中央会在籍７年の内５年間役員をさせて頂き
多くのことを学ばせて貰いました。今年度副会長
の立場で牧浦会長を始め皆様にお返し出来ればと
考えています。
　今年度のテーマは「源流強化」です。色々な源
流があるなか私は人と捉え１年間、安岡委員長と
共に自己成長委員会メンバーをはじめ多くの人と
楽しく活動していければと思っています。
　40周年を迎えるにあたり現役会員・ＯＢ会員
の皆様のご協力なくして成功裡に終わることはな
いと思います。無理なお願い事も多々あるかと思
いますが、１年間がんばっていきますので、皆様、
どうぞよろしくお願い致します。

● 井崎　行博
　平成25年度牧浦会長のもと副会長を務めさせ

ていただきます常田孝一郎です。今年度は来期に

40周年を控えた特別な年になります。このよう

なめぐりあわせの中で副会長という大役を頂戴

し、身の引き締まる思いです。微力ですが、他の

５名の副会長とともに牧浦会長を支え、今まで会

の皆様にお世話になっている分、会のために何か

恩返しすることができればと考えておりますの

で、ご支援・ご協力の程、よろしくお願いいたし

ます。

● 常田孝一郎

　平成13年度に入会して早12年・・・。
　来期は40周年という年を迎えるにあたって大
変重要な年になります。その重要な年に副会長に
つけたことを大変誇りに思います。
　今年度のテーマ『源流強化』のもと、会員企業
のさらなる成長を目指すため未来創造委員会を担
当させて頂きます。
　そしてサブテーマである『青年中央会を楽しむ』
という気持ちを会員みなさんと共感するため自分
らしく各会員に伝えていくことを目標に精一杯頑
張りますので暖かく見守ってください。

● 八木　智一
　一年ぶりに副会長を務めさせて頂きます、茶谷

友士（チャヤトモジ）と申します。40周年を直

前に控えた重要な年に、このような大役を仰せつ

かり、身の引き締まる思いです。若輩者ではござ

いますが、青年中央会をより充実した、勢いのあ

る会にするため、本業と会の両立をし、牧浦会長

年度を素晴らしい年度となるよう全力で臨みます

ので、ご指導よろしくお願い申し上げます。

● 茶谷　友士
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新委員長抱負

　本年度、不易流行委員会の委
員長を務めさせて頂きます田中
雄之です。
　牧浦会長の掲げられたテーマ
“源流強化”のもと、「企業理念・
経営理念」というキーワードを
頂きました。青年中央会の源流
と企業の理念は相通ずるものが
あると思います。企業の発展、

40周年に向け、いま一度根本を見つめなおし確固たる
理念を求める1年にしてまいりたいと思います。
　ちなみに、委員会名にあります「不易流行」とは、
残し伝えるべきものを残し、変えるべきものを変える
ことで存続し続ける。という意味です。
委員会メンバーの皆様、1年間よろしくお願いします。

● 田中　雄之　不易流行委員会委員長
　企業継続委員会の委員長をさ
せていただきます。成功談はよ
く聞きますが、失敗談はあまり
聞かないと思いませんか？身近
な方の生の声や古今東西の有名
な故事まで、色んな失敗を集め
てシェアすることにより失敗か

ら学び企業の存続と会員個々人の成長のヒントとなれ
ばと思います。中央会の先人や歴史を振り返るきっか
けが40周年であるととらえ、より中央会を知り楽し
めるようにしたいと思いますのでよろしくお願いしま
す。

● 前田　真教　企業継続委員会委員長

　本年度、自己成長委員会の委
員長を務めさせて頂きます、安
岡大輔です。
　本年度テーマ「源流強化」の
下、「従業員満足度(ES)」のテ
ーマを頂きました。
　当委員会ではまず、企業の
「源」である経営者・経営幹部
自身が成長(強化)することから

始めて、従業員の成長へと進め、従業員が仕事へのや
りがいや誇りを持てるようになることで、ESの向上に
つながるのではないかと考えます。
　一年間の活動を楽しみながら行い、委員会メンバー
の皆さんと共に「自己成長」してESの向上につなげて
いければと思っております。どうぞよろしくお願いい
たします！

● 安岡　大輔　自己成長委員会委員長
　本年度、顧客感動委員会の委
員長を務めさせて頂きます西尾
崇です。皆さんどうぞ宜しくお
願い致します。
　当委員会では、本年度のテー
マ「源流強化」の元、ＣＳ（顧
客満足度）というキーワードを
頂きました。満足から感動。こ

れからの時代、満足はもちろんのこと、その先にある
顧客感動とは何かを１年間通して追求していきたいと
考えます。また、サブテーマでもあります「青年中央
会を楽しむ」を委員会メンバー全員で共感し、より楽
しくより交流を深められる元気ある委員会を目指しま
す。

● 西尾　　崇　顧客感動委員会委員長

　本年度、未来創造委員会の委
員長を務めさせていただくこと
になりました。地域にとって望
まれる会社になるためには、ど
うすればいいのか。みなさまと
一緒に学んでいきたいと思いま
す。まずは、８月しゃんしゃん
例会の大成功に向けて、努力を

していきます。
　まだまだ未熟な委員長ではありますが、楽しい委員
会にしていきます。みなさまが充実した一年を過ごせ
るよう努めますので、ご指導と応援のほど、よろしく
お願いいたします。

● 谷口　　毅　未来創造委員会委員長
　この度、マネジメント委員会
の委員長を務めさせて頂くこと
になりました。
　総務全般担当という事もあ
り、事務的な活動が多くを占め
る中、一部の担当者が頑張るだ
けでは意味がありません。委員
会メンバーの皆様と一緒に相談

しながら、同じ取り組むなら「楽しんで」臨んで行き
たいと思います。
　１年の活動を通して、委員会の皆様の様々な良い所
を一つでも多く学び、1年後の自分が以前よりは成長
したかな？と勘違い出来るように頑張ります。

● 坂本　憲一　マネジメント委員会委員長
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ドＳランキング
１．谷口貴地区監事…ムチャ振りするけど、自分が振られたときは全て却
　　　　　　　　　　下する話術がすごすぎる！！
２．安東稔会員………Ｓのオーラを感じるのは私だけでしょうか？（゜゜;）
３．工藤陽平会員……いつも冷静ないじりと突っ込み。
４．田中雄之委員長…いじられて人が慌てているときの、あの笑顔！！
５．千馬高広県理事…優しそうに見えますが、うわさによると…。

ドＭランキング
１．八木智一副会長…みんなからいじられているときのあの輝き！！
２．高井清貴会員……突っ込みを入れられている時、うれしそう（＾＾）
３．大田哲会員………いつも笑顔で、人をいじっている姿が想像できない。
４．前田真教委員長…トライアスロンに挑むなど、ストイックなイメージ
　　　　　　　　　　があります。
５．森原義博直前会長…八木副会長とからんでいる姿などを見て…

もし上田隆が、「実写版　ドラえもん」のキャスティングしたら…
・ドラえもん…………大田哲会員
・のび太………………田中雄之委員長
・しずかちゃん………亀木理加会員
・スネ夫………………工藤陽平会員
・ジャイアン…………鳥越宣孝地区監事
・ジャイ子……………八木智一副会長
・出来杉くん…………水野一久県会長
・ドラミちゃん………橋本正幸会員
・ネズミ………………ワタクシ
・タケコプター………森脇勲会員
・タイムマシーン……谷口貴地区監事

①会員企業紹介
企業名：株式会社　ＳＣ鳥取
業務内容：サッカークラブ「ガイナーレ鳥取」の
運営
私は主に営業、広報、試合運営などの仕事を行っ
ております。
②昔の夢・写真
大きな夢はなく、サラリーマンになりたかった。

たぶん「今」を生きていたんでしょうね。
「今を大切に生きる」というのが私のモットーです。
③現在の写真

④趣味
広く浅く色々な趣味があります。
36歳にしてサーフィンを始めたこともありまし
た。
都会の人が何時間もかけて鳥取の海にきているの
に、近くに住んでいる自分がやらない訳にはいか
ないだろうと・・・。
波に酔って気分が悪くなるので、すぐにやめてし
まいました（笑）

⑤好きなお酒は？
お酒の強さは普通です。
ラム酒ベースの「モヒート」というカクテルが好きです。
⑥今の仕事の魅力、大変なことは？
地域のために働きたいと思いこの仕事に就きました。
日々新しいことの繰り返しでうれしいことは毎日あります。
集客がうまくいって、たくさんのお客さんがきてくれたときは本当にう
れしいです。
いかにたくさんの人に来ていただけるかを常に考えています。
気合を入れた試合で雨が降った時はショックが大きいですね。
⑦中央会に入会するきっかけは？
たくさんの人に出会いたいという気持ちから入会させていただきまし
た。
⑧中央会に入って感じていることは？
いろいろな個性に出会えて有意義な時間を過ごさせていただいていま
す。
⑨今後の目標は？
いつかはＪ１に昇格して、みなさんと喜びを分かち合いたいと思ってい
ます。
中央会活動では、仕事の都合上、まだみなさんと飲みに行けていないの
で、いつかそのような機会を作ってみなさんともっと話がしたいと思っ
ています。

坂本　健一　会員（未来創造委員会）
①会員企業紹介
企業名：有限会社　徳吉薬局
PR：市内に７店舗を出店させていただいており、主に保険調
剤、一般用医薬品の販売を行っております。
最近では自宅で治療を受けたい方のために、在宅医療に力を
いれています。
輸液などの無菌製剤も調剤できる設備も設置しており、様々

な製剤を患者様宅へお届けできるよう、取り組んでおります。
②昔の夢・写真
祖父母・両親ともに薬剤師であったこともあり、小さいころから薬剤師という仕事
に魅力を感じていました。
ただ、小学校の頃は大工さんになりたかったです。（理由はかっこいいから！！）
③現在の写真

④趣味
バスケットボールと飲み会です。
バスケットボールは高校時代に打ち込んでいました。
お酒を仲間と飲むのが好きです。
子育てが落ち着いたら釣りがしてみたいです。
⑤好きなお酒は？
赤ワインです、飲んでいて1番落ち着くお酒なので。
白ワインは悪酔いするので苦手です。

平日はお酒を控えるようにしているのですが、飲むときはワイン１本くらいなら余
裕で開けてしまいます。
⑥今の仕事の魅力、大変だったことは？
人と話すことが好きなので、やっていて面白いなと思います。
話を聞いてあげることで、患者さんの悩みを解決できたときはすごくうれしいし、
やりがいを感じます。
⑦中央会に入会するきっかけ、入会前のイメージは？
中央会を紹介されたとき、医療関係者には知り合い、仲間が多いが、鳥取で頑張っ
ている他業種の企業の方には知り合いがほとんどいないことに気付き、入会してみ
ようと思いました。
人から聞いた話では、飲み会がすごそうだなと（笑）
⑧中央会に入って感じていることは？
今のところあまり参加できていないのですが、いい人が多いというイメージがあり、
いろいろな方と仲良くなれそうな感じがあります。
⑨今後の目標は？
「くすりや健康のことを一緒に考えることを通じて、そこにくらす人々に信頼され、
愛される薬局を目指す」という経営理念のもと、地域の方から愛される企業になり
たいと思っています。

徳吉　雄三　会員（不易流行委員会）

中央会事件パトロール 上田隆の独断と偏見で選ぶ中央会「ドＳ・ドＭランキング」
編集長、事件
です！
先日とある洞
窟へ目指し旅
をしていたと
ころあの伝説
の男に出会っ
てしまいまし
た!! 
その名は森
太郎！あっ、
い や、 桃 太
郎！！

見事、鬼を退治したその桃太郎は現地の観
光協会の方へ日本一の旗を寄贈していまし
た。
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新しい年度になり、次回より坂本委員長が編集責任者となります。
違う切り口の「おおぞら」になると思います。楽しみにしててください。

編 集 後 記

•坂本　　哲会員（株式会社アクシス）
　全国各地で、ソフト開発からネットワーク
構築・運用サポートまで、お客様のＩＴ活用
をご支援します。

•今田　慶太会員
　（弁護士法人 菜の花 菜の花総合法律事務所）
　当事務所は、離婚、相続、借金問題をはじ
め、各種会社法務等、多様な法的ニーズに対
応している総合法律事務所です。

•西尾　和幸会員（鳥取ガス産業株式会社）
　ＬＰガス、高圧ガス他の販売
　土木建築工事の設計・施工他

•西原　泰仁会員（大照建工株式会社）
　弊社は昭和41年に創業し、以来鋼構造物工
事業を中心として地元と共に歴史を積み重ね

新入会員紹介

村中　俊介会員
６月９日（日）にご結婚されま
した。

ラーメン倶楽部
　ラーメンを食べたい。ラーメンさえ
あれば、人生は満足だ。そういう思い
を胸に集まるのが、私たちラーメン倶
楽部です。ラーメンは幸福のしるしで
あり、元気の源。さあ、みなさんも幸
せになりましょう！

TSC-FC キング克　山根　克仁
　いよいよ新しい年度がス
タートします。
　皆さんが、それぞれ今年
度の目標を立てているので
はないでしょうか。
　TSC-FCの今年度の目標
は、BLUES CUP優勝はも
ちろんなのですが、一番は
仲間を増やすことです。一
緒に汗を流すと自然と会話
も弾みます。
　今年度も沢山の仲間と語
り合いたいと思います。

役員会
ホテルモナーク

原則第１木曜日18：30 ～

例　会
ホテルニューオータニ

原則第３木曜日18：30 ～

四役会
牧浦商店

原則第４木曜日18：30 ～

平

成

25

年

７月４日（木） ７月18日（木） ７月25日（木）

８月１日（木）

８月９日（金）壮行例会
ポリテクセンター体育館

８月14日（水）
親子ふれあいしゃんしゃん祭り例会

８月29日（木）

９月５日（木） ９月19日（木） ９月26日（木）

10月３日（木） 10月17日（木）とりぎん文化会館 10月31日（木）

11月７日（木） 11月26日（火）とりぎん文化会館 11月28日（木）

12月５日（木） 12月19日（木）白兎会館 12月26日（木）ホテルモナーク

平

成

26

年

１月６日（月） １月16日（木） １月30日（木）

２月６日（木） ２月20日（木） ２月27日（木）

３月６日（木） ３月20日（木）とりぎん文化会館 ３月27日（木）

４月３日（木） ４月17日（木）とりぎん文化会館 ４月24日（木）

５月８日（木） ５月22日（木）とりぎん文化会館 ５月29日（木）

６月５日（木） ６月19日（木） ６月26日（木）ホテルモナーク

TSCゴルファーズ
　昨年度は一度限りの活動
となってしまいましたが、
今年度は色々な企画を考え
てドンドン発信していきま
すのでゴルフ好きな皆さん
!!多数のご参加をお待ちし
ております。記念すべき初
ラウンドは８月か9月に開
催予定です！

書記　谷口　　毅

主幹事　松島　祐一 限界ラバーズ
　６月16日の湯梨浜
トライアスロンはス
イム1.5キロ（西尾崇）
バイク40キロ（上野
大輔）ラン10キロ（長
谷忠）の見事なリレ
ーにより20チーム中
９位。ソロの部では
前田真教が321人中
110位で完走です！

キリコミ隊長　前田　真教

平成25年度役員会・例会・四役会/日程 マサミ画伯の落書き

新社屋落成

　今回は、井戸端DE委員会、工藤のお宝を紹介させて頂
きます。
　私のお宝はFender Custom Shop ／ Tele Jr. 95で
ございます。
　高一の春に坂本委員長に誘われて弾き始めたエレキギ
ター。凝り性な性格が災いして寝る間も惜しんでギターを
弾きまくっていた19歳の夏のこと。友人が“ええ”ギター
を買いたいということで、付き添いで大阪ミナミの楽器屋
へ行った工藤青年。暇を持て余して店内を徘徊していたと
ころ、店員のオネイさんにそそのかされて試奏したギター
をノリで購入。男の36回払いで手に入れた大変思い入れ
のある相棒でございます。
　以来、十数年の長きに渡り、ジミ・ヘンドリックスから
石川さゆりまで、HardRock、HeavyMetal、Reggae、
Jazz、Blues、Funk、J-POP、演歌と様々なジャンルを
共にして来ました。
　学生時代に組んだバンド「Made in Hong Kong」の
心斎橋ミューズホールでの初ライブでまさかの観客10人
（収容350人）。ミスチルをやるといって応募した女子大
のライブでえげつないBluesを弾いて即退場。二日酔いの
中、ビートルズコピーバンドで炎天下の祭りで演奏して死
にかける。アメリカ旅行中に謎の
タイ人とハードロックバトル。など、
くだらない青春の思い出だけは枚
挙にいとまがないこのギターです。
　最近は経年の疲れが音にも出
てきて、演奏の機会がめっきり減
ってしまいましたが、息子がギター
を弾いてみたいと言ったならば、メ
ンテナンスして渡してやりたいと思
っています。

てまいりました。常に最新の技術や、ノウハ
ウに注意を払い、“安心・安全”な環境で客先
から望まれる良い製品を提供出来るよう日々
努力を続けております。

•林　理恵子会員（ラウンジ　人）
　低料金で楽しく、くつろげるお店を目指し
ています。
　サービスに対しての向上心は常に持ち続け
て、お客様に満足していただけるよう心掛け
ています。

•馬嶋　一雄会員
　（とっとりキャピタル株式会社）
　経営支援、投資事業
　育成支援を通じて成長を支援していく事業
を行っています。

結婚報告
西根　伸吾会員
７月19日（金）
「餃子/ラーメン虎我（タイガ）」オープン


