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　平成26年度は、皆様のお

蔭様をもちまして40周年の

節目の年を無事終えること

ができました。支えていた

だきました役員の皆さん、

会員の皆さんにあらためて

感謝を申し上げます。あり

がとうございました。この

1年は私にとって本当にあっという間の出来事でした。

皆さんの思うような「会長」を務めきれたとは思いま

せんが、自分の身の丈以上のことはさせていただいた

ように思いますし、すべての経験が自分にとって、良

い意味での自信につなげられたように感じています。

年度を終えてあらためて感謝の気持ちでいっぱいにな

　平成27年度　第41期鳥取
県東部中小企業青年中央会
会長を務めさせていただき
ます清水隆文です。
　私たちは昨年、無事40周
年という節目を迎えること
ができました。昨年はオー
プン例会での堀江貴文氏の

記念講演を行い、また、3年振りに復活した第12回フ
ラワーフェスティバルin湖山池では、新たな取り組み
を加え、手応えを感じております。そこで今までの行
事・事業・精神を踏まえ、本年度のテーマを「進化」
といたしました。行動指針である「Ｔ.Ｓ.Ｃの4つの挑
戦」のリニューアル、50周年に向けた「Ｔ.Ｓ.Ｃの10
年ビジョン」をベースに、これまでに培ってきた部分
はしっかり継承し、継続するところは継続し、見直し
をかけるところは見直し、その一つ一つに磨きをかけ、

会長あいさつ
新たな形を生み出し、今までの行事・事業・精神を進
化させていきたいと考えます。
　サブテーマは、「全員で、一歩ずつ前へ進もう！」
です。新たなことでも恐れず、踏み出す勇気を持ち、
一歩進んだらもう一歩と、一歩ずつ確実に歩めばよい
のです。世の中の情勢は変化し続け、現会員一人一人
の立場・状況も変わっていきます。そういった変化や
失敗を恐れることなく、「時代に挑み、次代を創る。」
ために我々は、今の時代の変化を受け入れ、青年中央
会を大いに楽しみ、考え、一歩ずつ前へ進みながら、
各自が達成感を感じる年度にしたいと思っておりま
す。そのためにもまずは、自分自身が一生懸命取り組
み、楽しむことで、会員自身にもその良さを感じても
らい、その家族や周りにいる人々にまで、いい影響を
与えることが出来るような誇りと魅力のある「青年中
央会」に向かっていきたいと思います。
ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたします。

会　長　清　水　隆　文

っています。

　さて、新年度が始まってみれば、今まで当たり前の

ように周りにいたメンバーが卒会されていることにあ

らためてさみしさを感じるとともに、新たな世代が受

け継いでいる頼もしさもそれ以上に感じています。私

も今年度は清水会長のもと、会が更なる「進化」をと

げられるよう、卒会までの延長の１年を大いに楽しむ

とともに、清水会長をサポートできるよう、精一杯務

めさせていただきたいと思います。会員の皆さん、昨

年度の活動の中で感じていただいた「皆で参画するよ

ろこび」「ひとつになれるよろこび」を今年度も継続

できるように活動していきましょう。１年間、どうぞ

よろしくお願いいたします。

直前会長あいさつ 直前会長　常　田　孝一郎
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６月卒業例会 チーム和ーク委員会

委員長　谷　川　裕　美

新 副 会 長 抱 負

　昨年度当会も40周年を無事終える事が
出来、平成27年度　第41期を迎えます。
　更なる飛躍をする為、清水会長の今年度
掲げるﾃｰﾏ『進化』を胸に副会長としてこ
の一年、過去二度の副会長経験を生かし、
担当である『新！三方良し委員会』卒業年
度委員長の橋本委員長！初役員の谷口副委
員長！をサポートし、より良い会作りを目
指す為精一杯盛り上げていきたいと考えま
す。また、会だけではなく自らも『進化』
して行く様、心も体も自分磨きを心掛け青
年中央会と共に成長していける1年にして
行きたいと思います。　会員の皆様、一年
間よろしくお願いいたします。

　昨年に引き続き副会長を務めさせて頂く
ことになりました安部剛司です。
　今年度は清水会長が掲げられる「進化」
というテーマの下、役員も大きく若返りま
した。
　50期へ向けてのスタート年度、この若
いメンバー達とともに、青年中央会が一歩
でも二歩でも前進するために努力して参り
たいと思います。
　また、自分自身も最後の年度でもありま
す。清水会長、そして森脇委員長・上田副
委員長をしっかりサポートしながら、副会
長としての責務を全うしたいと思います。
　皆様、宜しくお願い致します。

　皆さんこんばんは！
　『副会長』は私の中で他の役職とは少し
違うと感じた役職でした。
　清水会長が掲げられた年度テーマ『進化』
の役割をしっかりと理解して与えられた
『責務』を全うしていきたいと思います。
　また、担当させて頂きます総GO力委員
会は『人間力』をテーマとした委員会です。
西川委員長・池添副委員長と共に、経営者
としての必要な能力をバランス良く学び、
『３本の矢の精神』を忘れずに委員会をサ
ポートしていきたいと思います。会員の皆
さん、どうぞ１年間よろしくお願い致しま
す。

　この度、初めて副会長をさせて頂きます
坂本です。清水会長年度がより良き１年と
なるように、また担当させて頂く努力精鋭
委員会・船越委員長、山根副委員長と共に、
年度テーマと同じく「進化」出来るように
努力します。当委員会はフットサル、イン
プロトレーニング（即興劇）、大人の雑談力、
そしてマラソン大会の出場と内容盛りだく
さんです。積極的に体を動かし、人間の横
幅が増えるのではなく、人として幅が広が
る一年にしたいと思います。

　平成27年度、清水会長のもとで副会長を
させて頂くことになりました田中雄之です。
　40周年を終え、新たに第一歩を踏み出
す年度にふさわしいテーマ『進化』のもと、
初めての役職に全力で取り組んで参りたい
と思います。
　今年度は、人間力の向上を図り、「体力」
について学んでいくUN（アン）・DO（ドゥ）
委員会を担当させて頂きます。中島委員長、
西原副委員長、委員会メンバーがより良い
環境で活動できるようサポートしていきた
いと思います。
　青年中央会をより充実した、楽しめる会
にするため、自らも『進化』できるよう、
微力ながら取り組んで参りたいと思いま
す。一年間、よろしくお願いします。

　41期、清水会長のもと副会長を務めさ
せていただきます千馬です。
　過去にも副会長を務めさせていただき、
今年度はその経験も活かしながら清水会長
の補佐をしていきたいと思います。
　パッション委員会、サポート実行委員会
の2委員会担当で、なかなかハードではあ
りますが、委員会のみなさんと1年間楽し
く活動できたらと思います。
　至らぬ点も多々ありますが、よろしくお
願い致します。

● 井上　　誠

● 安部　剛司

● 松島　祐一

● 坂本　憲一

● 田中　雄之

● 千馬　高広

　平成27年６月19日（金）に開催された平成26
年度６月卒業例会では、卒業生11名と多数だから
できることとしてコンセプトを「卒業式」と設定
し、卒業例会を「卒業式」、二次会を「卒業祝賀会」
と位置づけ、卒業記念品を「卒業アルバム」とい
たしました。
　「卒業生11名のために！」をスローガンに、①
卒業生11名の公平感を大切にする、②卒業生11
名との一体感を重視する、③現役会員全員が主体
的に関わるという３点を柱に準備を進めてきまし
た。
　卒業アルバムでは写真収集、寄せ書きや卒業生
原稿、例会では卒業生へ贈る言葉、記念品贈呈や
集合写真撮影、二次会では卒業生への手紙等々、
皆様には多大なるご協力を賜りました。本当にあ
りがとうございました！！！
　例会から二次会まで内容が盛り沢山で、例会２
つ分位の負担がありましたが、頼まなくても役割
を買って出てくれたり、自然に集まって準備を進
めてくれた委員会メンバーに支えられました。
　例会から二次会までの長丁場を、完全燃焼でや
り切ってくれたチーム和ーク委員会メンバー全員
に本当に心から感謝の気持ちでいっぱいです！本
当に本当にありがとうございました！！！
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新委員長挨拶
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　パッション委員会委員長を務め
させていただきます高井清貴で
す。「一人はみんなのために」をモ
ットーに一年間精一杯やりますの
で宜しくお願いいたします。委員
会テーマは「ビジネスは情熱だ！
熱意をもって活動しよう!」です。
経営者としての熱い想いを膨らま
せ、未来に馳せる情熱を創造する事により、将来の
経営計画につながる委員会活動を目指します。また、
委員会メンバー全員が、ビジネスも青年中央会事業
も、そして何事にもポジティブに活動できるようけ
ん引して参りたいと思います。
　今年度の会報「おおぞら」を担当いたします。充
実した紙面を創り上げていきますので宜しくお願い
します。

　皆さん、運動してますか？
　健全な経営を続けていく上で一
番大切なのは、常に経営者が心身
ともに健康であり続ける事だと考
えます。当委員会では、「良き経営
者たる者、健康であれ！」を活動
テーマとし、健康増進に必須な「運
動習慣」について学びます。学生
時代、部活などで体を動かしていた人も多いと思い
ます。今現在はどうでしょうか？忙しいことを理由
にして、運動を避けてはいけません。体を若いころ
に『UNDO=アンドゥ（元に戻す）』しましょう。会
員一人一人が、いつまでも健康で健全な経営者でい
られるよう、運動習慣を継続させるきっかけをつく
り、心身ともに「進化」することを目指します。
　一年間、宜しくお願い致します。

　本年度、「新！三方良し委員会」
の委員長を務めさせていただきま
す橋本　正幸です！
　当委員会では、清水会長の年度
テーマ及びサブテーマの下、活動
テーマを「売り手よし！買い手よ
し！次代よし！新！三方良しで地
域貢献」とし、近江商人の三方良
しの心得を軸に、その中でも「世
間よし」をより具体的に発展させるかたちで「次代
良し」とし、若者への職業体験を盛り込んだイベン
ト事業を全員で協力しながら複数回行い、企業PRや
集客のプロセスを体験を通じて学び、一歩ずつ進化
していきたいと考えます。
　そしてその経験を、４月の担当例会「第１３回フ
ラワーフェスティバルｉｎ湖山池」に繋げて行きま
す。
　一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

● 橋本　正幸　新！三方良し委員会

● 中島　健太　U
ア ン

N・D
ド ゥ

O委員会

　本年度，総ＧＯ力委員会の委員
長を務めさせていただきます西川
です。
　活動テーマを「人として、経営
者として、必要な能力をバランス
良く高めよう！」として，経営者
としての総合力を高めることを目
指します。委員会メンバーが，楽
しく学べる委員会になれば理想だ
な，と思っています。
　12月には，クリスマス例会を担当することになり
ますが，会員やそのご家族の皆さんに楽しんでもら
える例会にしたいと思っています。清水会長が年度
テーマを「進化」と掲げておられますが，担当例会
を成功させるための活動こそが，各委員会メンバー
にとっての「進化」につながると考えています。委
員会メンバーと力を合わせて頑張りますので，１年
間どうぞよろしくお願いします！

● 西川　文雄　総ＧＯ力委員会

● 高井　清貴　パッション委員会
　本年度、努力精鋭委員会の委員
長を務めさせていただきます船越
誉裕です。
　活動テーマを「ビジネスの精鋭
となるにはたゆまぬ努力が必要で
ある！」として、年度テーマであ
る「進化」をしていくため、ビジ
ネススキルの向上を目標としてい
ます。ビジネススキルの中でも、特に「ヒューマン
スキル」に重点を置き、委員会メンバー全員で意思
疎通を図りながら、アクティブに楽しく実践し学ん
でいきたいと思います。
　９月例会と新年例会を担当しますが、９月の手作
り例会では、会員全体で実践しながら「ヒューマン
スキル」を学んでいただきたいと考えています。委
員会メンバー全員で成功させるよう努力していきま
す！１年間どうぞよろしくお願いします！

● 船越　誉裕　努力精鋭委員会

　本年度、地域イノベーション委
員会の委員長を務めさせていただ
きます、森脇勲です。
　清水会長の年度テーマである「進
化」、委員会活動テーマを「地域・
企業の魅力を創造し、新しい切り
口、捉え方、活用法を学び実践し、
地域の魅力を発信する。」にいたし
ました。
　当委員会では、清水会長から、ＨＰのリニューア
ルを託されました。ＨＰのリニューアルに向けて、
情報発信（ＨＰ・ＦＢ）の仕組みを勉強し、新しい
切り口、捉え方でＨＰのリニューアルを行います。
そして、ＨＰやＦＢを活用し、中央会活動・企業（会
員）の魅力を情報発信していきたいと思います。結
果とし、地域のイノベーションに繋げられるように
したいと思います。担当副会長、副委員長をはじめ、
委員会メンバーと共に頑張りますので、一年間どう
ぞよろしくお願いいたします。

● 森脇　　勲　地域イノベーション委員会
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　一年前、期待と不安が入り混じる中、委員長として初の委員会は緊張で一杯一杯でした。
　翌月の委員会では、もう担当例会のことで一杯一杯。その翌月は・・・と、なかなか慣れること無く一年間活動して来ま
したが、委員会メンバー、役員のみんなに助けて頂いてどうにか更迭されること無く一年間終えることが出来ました。本当
にありがとうございました！
　そして、清水会長を筆頭に、41期がスタートいたしました！新役員の皆様、おめでとうございます。今年度も皆様よろ
しくお願いします。

編 集 後 記

新入会員紹介
三宅　洋介会員　　〔有限会社　光琳〕　　　　UN・DO委員会
松長　武俊会員　　〔そう武電工〕　　　　　　パッション委員会
細田　崇氏　会員　〔㈱クロスドミナンス〕　　UN・DO委員会
西田　誠一　会員　〔㈱アクシス〕　　　　　　総GO力委員会
小谷　　誠　会員　〔小谷昇税理士事務所〕　　新！三方良し委員会
前岡　和憲　会員　〔鳥取市役所〕　　　　　　新！三方良し委員会
石田　　渉　会員　〔ホテル　モナーク鳥取〕　パッション委員会
谷口　哲也　会員　〔㈲アレンジ〕　　　　　　努力精鋭委員会

平成27年度・鳥取県東部中小企業青年中央会　年間スケジュール
月　日 曜 時間 事項 内容 出席者 場所
7月 2日 木 17:00～ 役員会 新旧役員会 新旧役員 モナーク
7月16日 木 18:30～ 7月例会 通常総会・懇親会 全員（新・三方良し委員会） ニューオータニ鶴の間
7月23日 木 18:30～ 三役会 　 三役 千代エンジニアリング
7月27日 月 17:30～ 県総会 通常総会 全員 倉吉
7月30日 木 18:30～ 役員会 　 役員 モナーク
8月14日 金 19:00～ しゃんしゃん 第51回鳥取しゃんしゃん祭 全員 本通り
8月20日 木 18:30～ 8月例会 手作り例会 全員（パッション委員会） ニューオータニ鳳凰の間
8月28日 金 18:30～ 三役会 　 三役 千代エンジニアリング
9月    3日 木 18:30～ 役員会 　 役員 モナーク
9月17日 木 18:30～ 9月例会 手作り例会 全員（努力精鋭委員会） とりぎん文化会館第二会議室
9月24日 木 18:30～ 三役会 　 三役 千代エンジニアリング

10月 1日 木 18:30～ 役員会 　 役員 モナーク
10月15日 木 18:30～ 10月例会 手作り例会 全員（ＵＮ・ＤＯ委員会） ニューオータニ鶴の間西
10月29日 木 18:30～ 三役会 　 三役 千代エンジニアリング
11月 5日 木 18:30～ 役員会 　 役員 モナーク
11月19日 木 18:30～ 11月例会 手作り例会 全員（地域イノベーション委員会） とりぎん文化会館第二会議室
11月20日 金  　 団体中央会全国大会 　 沖縄県
11月26日 木 18:30～ 三役会 　 三役 千代エンジニアリング
12月 3日 木 18:30～ 役員会 　 役員 モナーク
12月22日 火 18:30～ 12月例会 手作り（クリスマス）例会 全員（総ＧＯ力委員会） ヴェルージュ
12月28日 月 18:30～ 三役会 　 三役 千代エンジニアリング
1月 7日 木 18:00～ 役員会+新年会 　 役員 モナーク
1月21日 木 18:30～ 1月例会 新年例会 全員（努力精鋭委員会） ニューオータニ鶴の間
1月28日 木 18:30～ 三役会 　 三役 千代エンジニアリング
2月 4日 木 18:30～ 役員会 　 役員 モナーク
2月18日 木 18:30～ 2月例会 臨時総会・手作り例会 全員（パッション委員会） とりぎん文化会館第二会議室
2月25日 木 18:30～ 三役会 　 三役 千代エンジニアリング
3月 3日 木 18:30～ 役員会 　 役員 モナーク

3月17日 木 18:30～ 3月例会 オープン例会 全員（地域イノベーション委員会） とりぎん文化会館小ホールor
梨花ホール

3月24日 木 18:30～ 三役会 　 三役 千代エンジニアリング
3月31日 木 18:30～ 役員会 　 役員 モナーク
4月17日 日 18:30～ 4月例会 第13回フラワーフェスティバル 全員（新・三方良し委員会） 湖山池オアシスパーク
4月28日 木 18:30～ 三役会 　 三役 千代エンジニアリング
5月 6日 金 18:30～ 役員会 　 役員 モナーク
5月19日 木 18:30～ 5月例会 臨時総会・委員会活動報告会 全員（総ＧＯ力委員会） とりぎん文化会館第二会議室
5月26日 木 18:30～ 三役会 　 三役 千代エンジニアリング
6月 2日 木 18:30～ 役員会 　 役員 モナーク
6月17日 金 18:30～ 6月例会 卒業例会 全員（ＵＮ・ＤＯ委員会） ニューオータニ鶴の間
6月23日 木 16:30～ 三役会 新旧三役会 新旧三役 モナーク

Information


