
　会員交流事業として、第２１回チャリティーゴルフ大会が今年も無事盛大に開催されました。台風の影響

であいにくの雨の中でしたがゴルフを楽しむことができました。

　今年も大同生命保険㈱山陰支社様、ＡＩＧ損害保険㈱松江支店様、アフラック島根支社様、㈱メイワ様と

いう法人会の福利厚生制度受託会社より、豪華賞品を提供して頂きました。

　また、皆様から頂いた参加費の一部 44,400 円は、吉賀町社会福祉協議会へご寄付させて頂きます。そし

て、アフラック並びに㈱メイワ様のご協力のもと、チャリティーホールで浄財を頂き、総額 58,850 円は

「病気と闘う子供・家族のための総合支援センターペアレンツハウス」の基金へ寄付させて頂きます。皆様

の温かい善意に心よりお礼申し上げます。

　参加された皆様は、とても真剣な眼差しでプレーされておられ、プレー後は清々しいお顔をされていたの

が印象的です。良き会員交流の場になったかと思います。

　最後になりましたが、主管の青年部会の皆様、実行委員の皆様、そしてご協力頂きました全ての皆様、大

変ありがとうございました。

　　【成績】　　優勝　　島田　弘和　　　　　　ＢＧ賞　　島田　弘和

　　　　　　　２位　　洪　　錫圭

　　　　　　　３位　　田中　博幸　　　　　　（レディース）　１位　　熊谷　京子

　　　　　　　４位　　塩田　賢司　　　　　　　　　　　　　２位　　迫田　啓湖

　　　　　　　５位　　佐々木真孝　　　　　　　　　　　　　３位　　牛尾ちえの

　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　（成績表はホームページへも掲載しています）

第２１回　チャリティーゴルフ大会　開催
日　時　：　平成３０年９月２９日（土）　８：００スタート
場　所　：　萩・石見カントリー倶楽部
参加者　：　１４８名（４０組）

9



株式会社エイト 
代表取締役社長  青木 正美  

〒698-0202 島根県益田市美都町宇津川ロ 630-3 

TEL：0856-52-2100  FAX：0856-52-2227 
 

 
 
 
 
 
 
 
①昭和 63 年 美都町管理組合として「みと自然の森（キャンプ場）」営業開始。平成 3 年 第三セクター

「株式会社エイト」が設立。初代代表取締役社長は当時の美都町長 佐々木 健氏。以降、澤江 久介氏 
（2 代目）、寺戸 和憲氏（3 代目）が歴任、現在は 4 代目 青木 正美氏（平成 22 年就任）、現在に至る。

従業員 25 名、主な事業は美都温泉「湯元館」、美都食堂ハジメ・あったか市、みと自然の森、美都学校

給食共同調理場等の運営をしている。その他、物産品の開発・販売等にも力を入れている。今秋より、

新規事業として JA 生活センター「ラーバン店」の運営を受託する予定。 
創業以来一貫して交流人口の拡大や地域経済の活性化と地域住民の生活向上等、地域に貢献すること

を目的として経営に取り組んでおり、従業員もほぼ美都町内もしくは益田市内より採用。一人ひとりの

従業員ときちんと向き合うことを心掛けており、定期的に面談を実施。お礼の気持ちを伝えると共に、

業況や仕事の流れ、不満等を丁寧に聞き従業員のモチベーション向上に努めている。地域の事をよく知

っている従業員を大切にし、一緒になって地域を盛り上げていきたいと感じている。 
その中で当社メインの事業である美都温泉「湯元館」は、平成 3 年の営業開始以来 27 年が経過。地

域に愛され続け今秋で入浴者数通算 350 万人を達成する見込み。皆様のお蔭だと心より感謝しています。

現状に満足せず今後も地域のために尽力したいと考えています。多くの方のご来館お待ちしております。 
【泉質】 アルカリ性単純温泉（無色、透明、無味、無臭） 【効能】神経痛、冷え症、打ち身 他 
 
②毎朝 5 時起床。家族の朝食を作ることが日課である。妻は子供たちの弁当を作る。毎朝キッチンで一

緒に料理することで夫婦のコミュニケーションを図っており、心身共に充実した一日を迎えることがで

きている。今後も出来る限り続けていきたい。 
      
③「ありえないレベルで人を大切にしたら 23 年連続黒字になった仕組み」（著者 ㈱日本レーザー社長

近藤 宣之）。大変感銘を受けた。「経営危機の原因は、全て社長自身の中にある」という言葉に痛切な

反省をした。私も従業員満足度をあげるため日々少しづつ実践をしていきたいと感じている。 
  
④当社は第三セクターであり指定管理者として委託料を頂いて事業を展開している。今までと同様に謙

虚な姿勢で経営に取り組み、地域で役立つ事業、未来に向けて輝く事業を推進したい。 
 
 
 
 
 
 
 

公益社団法人 益田法人会 

代表取締役社長 青木 正美氏 

地域と共に歩み、地域の励みとなり、地域の希望になる 

（ 美都温泉「湯元館」／定休日：水曜 ） 

①わが社のモットーとＰＲ 
②私の健康法 
③最近読んだ本・気になること 
④自由発言    

（ みと自然の森／バンガロー ） （ あったか市 ） 

10



株式会社出雲ポンプ 
代表取締役  出雲 正樹  

〒698-0027 益田市あけぼの東町 14-15 出雲ビル 2F 

TEL：0856-22-0734  FAX：0856-22-0723 
 

 
 
 
 
 
 
 
①昭和 7 年 出雲 正晴氏（初代）が将来の車社会の到来を予見し自動車関連事業を開始。創業者自ら早々

に自動車免許を取得（県内 2 番目）。乗合バス事業、消防自動車販売等を手掛ける。2 代目社長の出雲 博
氏が昭和 61 年 11 月 「株式会社出雲ポンプ」に改名、同法人化。現在、3 代目社長出雲 正樹氏が事業

を引き継ぐ。創業 86 年目。従業員 20 名。事業内容は、消防部門（各種消防自動車、資機材、用品全般

の販売等）、点検部門（消防設備等法定点検）、工事部門（消防設備、電気通信、避難設備等）。営業範

囲は島根県、山口県で、益田本社を中心に出雲営業所、松江営業所、山口出張所を構えている。 
 当社では事業の主力である各種消防自動車・資機材販売においてドイツ製の商品を数多く取り扱って

きた。消防資機材の分野では欧州の技術が最先端だからである。その結果、島根県内全域にドイツ製高

性能消防車をはじめ各種消防資機材を納入。益田広域消防本部の新型先端屈折はしご付消防自動車や萩

石見空港、出雲空港、隠岐空港の空港用大型化学消防自動車も納入させて頂いた。ドイツ、オーストリ

ア製の消防車のメンテナンスが出来るのは当社の強みでもある。また、工事・点検部門にも注力してお

り、お客様の視点に立ち、満足して頂ける施工・点検を心掛けている。公共施設を始め、店舗、福祉施

設、工場等の消防・防災設備や弱電設備の設計・施工・メンテナンスを通じ建物の環境に適合した提案

に取り組んでいる。島根県芸術文化センター「グラントワ」のスプリンクラー消火設備・テレビ共同受

信設備・監視カメラ設備工事や島根県立浜山体育館「カミアリーナ」のホール音響設備等を導入させて

頂いた。今後も、安心・安全・快適を提供する企業として全社一丸となって取り組みたい。 
 
②出雲営業所開設以来 25 年以上単身赴任をしているが、自炊生活でバランスの良い食事を採ることに

している。食べ過ぎないように注意しているが残すのが勿体ないのでつい食べてしまうのが悩みである。

体重はやや多め。日常生活で出来るだけ歩くことを心掛けており、お陰様で血液検査は全くの正常。 
      
③定期的に愛読している書物はないが、関心のある本についてはジャンルを問わず必要なところだけを

読むようにしている。死生観に基づく武士道関連の書物に関心がある。 
  
④税金は常に正しく納付していきたいと考えている。海外との取引もあり正確な決算書を目指して作成

している。今後も納税が出来るように健全な会社作りをしたいと考えている。 
 
 
 
 
 
 
 

公益社団法人 益田法人会 

代表取締役 出雲 正樹氏 

安心安全を追求することで、明るい未来を創造する 

（ 新型先端屈折はしご付消防自動車 他／益田広域消防署 ） 

①わが社のモットーとＰＲ 
②私の健康法 
③最近読んだ本・気になること 
④自由発言    

（ 点検・工事部門 ） （ 事務所全景 ） 
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彩友会 
代  表  大佐古 正子 

〒698-0016 島根県益田市土井町 5-23 

連絡先 0856-22-7989 
 
 
 
 
  
 

 
昭和 45 年 益田中央公民館で絵画教室がスタート。その後、順調に会員が増え１つの教室で運営する

のが困難となり 2 つの教室へ分割。平成 8 年 その１つが「彩友会」として発足。山下達雄氏、秋好正

也氏を講師先生として迎え会員 24 名でスタート。現在は、講師先生 寺井 壽一氏、佐田 尚穂氏を迎え

14 名で活動している。美術への関心と技能の習得を通じて、描くことの楽しさ・喜びを伝えることで社

会に貢献していきたいと考えている。 
 
活動は、①月例会の開催（毎月第 3 土曜日 13:00～17:00／高津公民館）。会員が集まり、先生から描

き方を教わったり、作品を持ち寄って意見交換をしたり、各々の技術向上を図っている。②「彩友会展」

開催（年 1 回）。当会主催の展覧会で会員が心を込めて製作した作品を展示している。今年で 24 回目を

迎える。③美術展鑑賞旅行（年 1 回）。美術館を巡り、先人達が描いた名画を実際に目にする。併せて

会員相互の親睦を図る。④公募展への出品。中央展や県展、市美展などに出品している。市長賞や議長

賞、メーカー賞等を受賞しており、会員の１つの目標となっている。絵画というのは描き続ければ必ず

上手くなる。ゆっくりでも良いので継続することが大切。家の中で一人で描くのも良し、皆で集まって

和気あいあいと描くのも楽しい。絵画は「お金がかかる」、「難しい」と思っておられる方が多い。新し

く始めたい人には、作品だけでなく絵を描くことの「楽しさ」や「達成感」を伝えると共に、簡単に始

めることが出来る仕組みづくりに取り組んでいきたいと考えている。 
 
直近の活動としては、11 月 1 日～4 日の期間、キヌヤ益田ショッピングセンター内で開催する「彩友

会展」。次に 10 月 24 日に計画している美術展鑑賞旅行。今年はひろしま美術館「ブリヂストン美術館

展」へ行く。コローやピカソを中心としたフランスの近代美術の移り変わりを通観できる美術展で、私

達にどの様な影響を与えてくれるか大変楽しみにしている。来年 2 月には市美展への出品に取り組む。

長期的な目標としては、「彩友会展」の 30 回目の開催（2024 年開催予定）。節目となる展覧会を無事に

迎えたいと思っている。今後とも宜しくお願いいたします。 
【※新規会員募集中 絵画を始めてみませんか。気軽にどうぞ 連絡先 0856-22-7989 大佐古まで】 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

公益社団法人 益田法人会 

絵画を通じて心豊かになる時を過ごす！ 会員募集中！ 初心者ＯＫ 

代表 大佐古 正子氏 

（ 彩友会展 / 会場：シルクウェイにちはら（道の駅） ） （ 寺井 寿一先生 作 ） （ 佐田 尚穂先生 作 ） 
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問い合わせ先：益田税務署 ℡(0856)22－0444（代表）
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信頼と技術で奉仕する

徳 栄 建 設 ㈱
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