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　皆様、明けましておめでとうございます。旧年中は青年中央会の活動にご協力ならびに
ご尽力いただきまして誠にありがとうございます。心より御礼を申し上げます。
　「初心忘るべからず」という言葉がございます。この「初心忘るべからず」とは室町初
期の能楽師、世阿弥の言葉ですが、能芸論書『花鏡』の中で３つの初心が述べられています。
「是非とも初心忘るべからず、時々の初心忘るべからず、老後の初心忘るべからず」です。
初心とは、「物事を始める時に立てた目標や志、その時の新鮮な気持ち」ではなく、「人生
の成長の段階ごとに経験する未熟さや失敗、そこを切りぬけるための努力」のことです。
「是非とも初心」は、若い未熟な時代にした失敗や、苦労して身につけたこと、「時々の初
心」は歳とともに、その時々に積み重ねていくもの、そして、「老後の初心」とは老後に
なったとしても、その年齢の自分に見合った芸風を身につけていくことといわれておりま

す。どんな時にも必ず初心があります。一生涯、向上心と不断の努力をしていけば、人間の成長はこれで終わりということは
ありません。今年度も皆さんとともに初心を忘れずに成長していきたいと思います。
　私たちは今年創立４０周年を迎えます。変化し続ける時代に対応するために「ノープレイ・ノーエラー」ではなく、スピー
ドを上げ、前向きにチャレンジし続けなければなりません。これからも会と会員、会員企業、そして地域の発展のために活動
していく所存でございますので、本年も変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

　11月例会は平成25年11月26日(火)に、とりぎん文化会館（小

ホール）にて外部の方々も来場される特別講演会という形で

開催しました。講師に元日本ゼネラル・モーターズ社長、佐

藤満先生をお招きし「壁を破る発想法」という演題でご講演

頂きました。

　佐藤先生のエネルギー溢れる言葉、メッセージ、物事の捉

え方、取り組み方、470名の来場者一人一人に響いた素晴ら

しい時間でした。実に多くの方々からご好評の感想を頂き、

また翌日、講演会について感謝と御礼のメールを送って頂い

た一般来場者の方もおられました。

　この結果は、会員皆様の数々のご協力、またOBの皆様か

らもお力添えを頂いたからこそ、成し得た事だと思います。

無事にこの例会をやり遂げた達成感・感動は忘れられません。

　この度の担当例会は青年中央会の一員だから経験できる事

です。身の回りの環境への感謝を改めて思いました。会員、

OB、委員会の皆様、貴重な経験を頂き誠にありがとうござ

います。

会長あいさつ　－ 初心不可忘 －

11月オープン例会

会長　牧 浦 康 寛

マネジメント委員会 委員長

坂　本　憲　一
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　12月19日（木）白兎会館にて12月クリスマス例会を開催
いたしました。
　沢山のゲストの方に参加して頂き、なんと総勢170名とい
う大人数での開催となりました。本例会では、昨年度に引き
続き、ゲストの方へ日頃の感謝を込めて、おもてなしをする
という趣旨のもと、自己成長委員会では、ゲストの方に喜ん
で頂けるようにと準備を重ねてきました。例会当日は、ゆっ
くりと時間を過ごして頂くため、イベントは詰め込み過ぎな
いようにして、お子様ゲスト向けには、キッズスペース、プ

　40周年を目前に控えた39年だからこそ、ＯＢの皆様とより深く交流が図りたい。また、ワンフロアで一体感ある2次会がし
たい。そんな想いから始まった1月新年例会。サブテーマを “故きを温ねて新しきを知る” とさせて頂き、ＯＢの皆様から中
央会の歴史、想い、体験談等のお話をお聞きし、40周年、さらにはその先の中央会について考えるきっかけ作りになればと
初めての試みの2次会座談会はＯＢの皆様を含め約100名の一体感ある宴を行うことができました。乾杯後には、インタビュ
ー形式でＯＢの皆様から現役会員に向けて一言ずつお言葉を頂き、笑いあり、真面目あり、失笑ありの楽しいものになったの
ではないでしょうか。また、委員会単位でＯＢの皆様とより深く交流を図ることができたのではないでしょうか。
　最後になりますが、会員の皆様のご協力により無事1月新年例会、2次会座談会が行われましたことを感謝致します。本当
にありがとうございました。

12月クリスマス例会 自己成長委員会 委員長

安　岡　大　輔

１ 月 新 年 例 会

レゼント交換、大人ゲストの方には日頃の感謝の気持ちを伝
えるために、感謝の手紙とフラワーボックスのプレゼントを
企画しました。反省点も多々ある例会でしたが、良い例会だ
ったという声も沢山頂きました。
　クリスマス例会は、会員とゲストが親睦を図れる素晴らし
い例会だと思いますので、次年度以降も続けて頂ければと思
います。最後に委員会メンバーをはじめ、本例会に携わって
頂いたすべての皆様に感謝申し上げます。本当にありがとう
ございました！

顧客感動委員会 委員長

西　尾　　　崇
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氏　名（年齢） 平　野　裕　章　ＯＢ（55歳）
企 業 名 （有）一高土木
卒業年度 平成17年度ご卒業
職　　種 土木建築業

下記の３点をお伺いいたします
現役時代の思い出
　最初に東部青年中央会に行った時は、背広も無く、革
靴も無く、松島勇先輩に借りて行った事を思い出します。
　そんな私を、皆さんは優しく迎えてくれて、とっても
快い気持ちになったことを、一番に思い出します。また、
会社の大・小に関わらず、皆で意見を出し合ったりして、
すごく勉強になりました。今から思うと、青年中央会に
入ったからこそ、今の会社それに今の自分があるのだと、
感謝の心でいっぱいです。
中央会で得たこと
　まず第一番目は、いろんな職種の人と知り合うことが
出来、その後の人生において非常に助かりました。第二
番目は、青年中央会で勉強したことが、会社で困ったと
きなどに役立ったことでしょうか。第三番目に、心から
の親友が出来たことです。なかなかいい大人になって、
親友は出来ないものです。
息子に一言
　やっぱり息子は息子で、自分なりに青年中央会を感じ、
自分なりに判断していってもらいたいです。川の石が丸
いように、青年中央会で皆さんにもまれていくあいだに、
角が取れて素晴らしい人となってもらいたいものです。

氏　名（年齢） 松　島　　　勇　ＯＢ（57歳）
企 業 名 （有）松島工芸社
卒業年度 平成13年度ご卒業
職　　種 屋内・屋外看板全般

下記の３点をお伺いいたします
現役時代の思い出
　例会後の二次会が何よりも楽しい時間だったような気
がします。
　気が合った人、合わなかった人とのお酒の場も今思え
ば楽しいひと時だったような気がします。
　初めて行った海外研修、委員会打ち上げの湯の郷温泉
での出来事など「知る人ぞ知る」ような沢山の思い出が
あります。
　20周年記念事業として毛利さんを講師に迎えた時、
とりぎん文化会館に６ｍのスペースシャトルを会員の皆
で仕事が終わってから、うちで作業し、お酒を飲みなが
ら四苦八苦しながら完成させ、設置しました。
　毛利さんにも大変感動して頂きました。
　そして、手作りダンボールカヌー大会など在席20年
の思い出は尽きません。
中央会で得たこと
・色々の人との出会い（一期一会）、その中で得た最大

の宝が友です。
・人前で話す事、今では原稿も持たず、話すことが出来

るようになりました。
・人の痛みがわかる !? 少し(^_^;)
息子に一言
　今、全ての会に出席していますが、入会したからには
卒業まで、しっかりと自分の役目を果たすこと。
　会社あっての中央会なので、会社を第一番に思い、そ
の延長線に何事も取り組んでほしい。
　良い仲間、良い経験をして経営者として育ってほしい
ものです。

★牛バラ丼のたれ★（3人前）
・　酒　　　３６０ｃｃ
・みりん　　３６０ｃｃ
・濃口醤油　３６０ｃｃ
・水あめ　　１００ｇ
・砂　糖　　　６０ｇ
・造り醤油　　５０ｃｃ
・ごま油　　　３０ｃｃ
・おろししょうが＆にんにく各３０ｇ
※酒とみりんを鍋に入れて煮切ってから、残りの材料を入れて煮
　立てれば出来上がり！
※牛バラ丼の材料（１人分）は、牛バラ肉100ｇ、玉ねぎ1/2個、
　もやし1/3袋です。

たき乃蔵・村上料理長のレシピ

★試食レポート★
　めっちゃおいしぃ～♪甘辛いたれが絡まったお肉でごはんがススム
♪丼いっぱいのごはんもあっという間に完食しちゃいました(^_^)v
　お肉の下に敷き詰められた玉ねぎ＆も
やしもイイですねっ♪おいしいたれで味
付けすれば、たっぷりお野菜が食べられ
ちゃいます!(^^)!
　試食会…おまけのもちピザもひとりで
完食して、大満足の試食会でした♪ごち
そうさまでしたぁ☆（谷川裕美）

★上司にしたい男性会員★ ※たくさんいすぎて選びきれませんでした！
（１位）牧浦会長…信頼が持て、見守りながら成長させてくれそう。
（２位）水野県会長…優しい雰囲気で褒めて伸ばしてくれそう。
　　　　安養寺会員…人の動向を察する力が凄いので、こっそりミス

　　　　　　を修正してくれそう。
（４位）常田副会長…顔色を変えずに何でも淡々とこなしそうな感じ。
　　　　森原直前会長…言いにくい事をはっきり言ってくれる。盛り

　　　　　　　上げて引っ張ってくれそう。
　　　　鳥越地区監事…いつも元気な雰囲気で、毎日会社に行くのが

　　　　　　　楽しくなりそう。
　　　　西尾委員長…流されず自分の意見に責任を持って発言できる

　　　　　　ところは尊敬します。
＜１票獲得＞田中克治会員、安東稔会員、矢倉会員、清水県専務理事、

霜村会員、井上県出向監事、坂本委員長、工藤会員、岡
会員

★色気を感じる男性会員★ ※かなりの無茶ぶりに悩みました！
（１位）田中克治会員…大人な感じ。ミスターダンディ☆
　　　　森会員…穏やかなトーンの声に癒されます。
　　　　船越会員…イケメン＆経験豊富。歩くフェロモン。
（４位）倉光副委員長…中性的な雰囲気で気軽にお話できるから。
（５位）西根会員…ほろ酔いの時の大人オーラが素敵です。
　　　　山田会員…優しくて、いるだけで空気が和みます。
＜１票獲得＞八木副会長、村上会員、松岡県出向理事、鳥越地区監事、

安養寺会員、茶谷副会長、藤原会員、合田会員

女性会員８人が選ぶ男性会員ベスト５
　※同順位は生年月日順。

先輩☆教えてくださぁ～い!

息子息子
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　本年度も残り半分を切りました。中央会で活動していると、１年が本当にあっという間です！今号では、ＯＢのお話を伺ったり、レ
シピの試食をしたり、役得をたくさん頂きました♪「青年中央会を楽しむ」を思いっきり実践中です！残りの時間も、どんな機会があ
るのかとても楽しみです♪（谷川裕美）

編 集 後 記

11月入会
★池添　佑会員（三井生命保険株式会社）未来創造委員会

★有限会社 徳吉薬局
　徳吉雄三会員（不易流行委員会）
　鳥取市田園町　平成25年11月2日
　「徳吉薬局でんえんちょう」オープン

★株式会社Destiny
　合田賢生会員（企業継続委員会）
　鳥取市弥生町　平成25年12月21日
　「俺の無料案内所」オープン

　昨年11月10日、鳥取市河原総合体育館にて第二回エン
ジョイフットサルに参加！強豪がひしめき合う中、青中魂
を見せつけるべく熱い戦いを行いました。
　全員が体力の限界までボールを追いかけ、負傷しながら
も名誉を守る為に戦い続けてくれた選手もいました。結果
は10チーム中5位（予選2位、2位トーナメント2位）、本格
的に練習をしているチームも多い中、かなりの善戦が出来
たと思います。
　また、2月・3月には恒例のTSC-FC主催BLUES CUPを開
催する予定です。引き続き熱い戦いを行っていきますので、
参加・応援宜しくお願いします！

TSC-FC
キャプテン　山根　克仁

　人生には、ラーメンに勝る楽しみは存在しない。常日頃
から、私たちはそのように考えています。だからこそ、私
たちがラーメンを食べるときは、最高の笑顔を見せること
になります。
　12月６日、笑福でのラーメン倶楽部は、まさに至福の
瞬間でありました。心ゆくまでラーメンを食べつくした私
たち。人生に一片の悔いもないと感じました。

ラーメン倶楽部
書紀　谷口　　毅

　平成25年11月30日（土）に秋晴れの中、
　ブルーマリーンズ紅白戦プレイボール～♪
　鶴巻会員の殺人ノックから始まり、皆さんの華
麗なフットワークを見て感動しました。
　ソフトボール経験者の大田会員の嫁さんにも参
加してもらいましたが、私のポジションが奪われ
るんじゃないかと思うぐらい上手でした。。。笑
　試合の方も前半は０対０と緊迫したゲーム展開
でしたが終止和やかなムードで楽しくプレイする
事ができました。その後の親睦BBQは少しバチあ
たりと思いながらも鶴巻会員の妙要寺で行いまし
た。参加された皆さん本当にお疲れさまでした！

ブルーマリーンズ
会 計　松　島　祐　一

結 婚 報 告

＜結婚報告＞
★谷口　　毅委員長　10月28日　ご結婚
★安岡　大輔委員長　12月25日　ご結婚

★有限会社 光琳
　大山貴之会員（自己成長委員会）
　鳥取市弥生町　1月30日　居酒屋「飲食案内所」オープン

★株式会社プレアデス
　倉光義和副委員長（顧客感動委員会）
　鳥取市弥生町　2月11日「KuRampカンターレ」オープン

★有限会社i-dee
　尾崎絵美会員（未来創造委員会）
　鳥取市叶　2月14日
　美容室「i-dee chou2（アイディーシュシュ）」オープン

新入会員紹介

新社屋落成


