
　今までの人生感謝することが多かったことに、あらた

めて感謝しつつこの文章を書いています。感謝すること

が多いということはその数だけ助けられました。進路に

迷った時に相談に乗ってくれた先生、先輩、両親、家族

がいて今の仕事に就いたことを考えると感慨深いものがあります。

　さて、経営者の視点で感謝とは何か問いかけてみると顧客満足度の向

上に他なりません。マーケティングのいわゆる３ｃにおける顧客の重要

性は近年上昇しています。それは単に自社、他社の製品（サービス）に

大きな違いがなくなっているだけではなく SNS による顧客間の情報量の

増加によって選択肢が無限に増え続けているからでしょう。

　当たり前のことが当たり前にできなければよかった時代は過去なのか

もしれません。しかし、これからの時代に必要なものかもしれません。

心からの感謝を大切にしていかなければと強く感じる研修になりました。

　貴重な講演を拝聴できたことに感謝 !
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～伝統に感謝し本質をふまえ時代適応力を強化～

講師：　工学博士 五日市 剛先生

演題「なぜ感謝するとうまくいくのか」
～感謝の実践が個人の幸せや組織体の成功につながる～

「ありがとう」「感謝します」
　日々感謝することの大切さ、＂ありがとう＂という
言葉の大切さについてお話し頂きました。

　小さな＂ありがとう＂を重ねた結果、仲の悪かった
同僚と仲良くなった実体験や先生の著書を読んだ著名
人の成功体験から運を呼び込み＂夢＂が叶いやすくな
る法則、そこに＂感謝＂する事が大きく関わっている
事などを学ばせていただきました。

１０月オープン例会講演会　平成28年 10 月 11 日 大垣フォーラムホテルにて

参加者 正会員５１名 特別会員８名 一般聴講者６６名

第５１年度

工学博士にて経営者、そしてありがとう・・？？この度、私は

初めて五日市剛先生のご講演を拝聴しました。以前にも重役会

の例会講師を務められたということで、感謝、ありがとう、が

キーワードであることはわかってはいましたが、肩書と現在の

お立場とそれがどうつながっていくのか大変興味がわきました。

　ありがとう！という言葉は普段わりと自分自身が、使っている言葉のような気

がしていましたがそんなに自分は幸運なほうではないぞ、という思いがよぎりま

した。しかも何が起こったとしても「ありがとう」と言って結果が出るものだろ

うか、とも思いましたが、ジャイアンツのお話、中央タクシーさんの例をとって

みても結果がともなっている。「ありがとう」という感謝、そして努力、そこに

運がついてくる。それが幸運へとつながっていく。なるほど、気持ちの切り替え

のための言葉であり、それが幸運のきっかけになるのならばやらない手はない。

すぐに実践してみようと思いました。五日市先生そして企画していただいた皆さ

んありがとうございました。

ありがとう 奥田祐太郎 西川可一感謝、我が人生

大橋誠治 会長の挨拶
　一般聴講者の皆様へ研修団体としての
大垣青年重役会を紹介と共に五日市先生
へ二度目の講演のお礼の言葉がありました。

松本正平 歴代会長より
　五日市先生の著書の紹介と
共に講師紹介がありました。
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１０月オープン例会講演会

第１回 講師を囲む会 ＣＵＣＩＮＡにて

参加者３４名

　加納浩二副会長の講演の御礼で
講演会が締めくくられました。

感謝 努力運

幸運

　感謝と努力を続ける事で運を引き寄せ幸運を掴むことができる事や
適度な欲の状態を継続すると夢が叶いやすくなる事を図を交えて説明
していただきました。

北野直前会長の乾杯の挨拶は８年
前の五日市先生の思い出を交えた
ものでした。

五日市先生を交え、三輪特別会員、佐竹特別会員、渡部特別
会員と共に想い出話に花を咲かせつつ新たな学びをいただき
ました。

中締めは足立例会幹事の音頭で一丁
締めでした。

” ありがとう”” 感謝します” の言葉と共にハイタッチで皆さん終始笑顔の講師を囲む会でした。

第 2回 実践研修委員会
参加者３２名

平成 28 年 10 月 19 日 大垣市情報工房にて

演題：「実践する人材育成」
ものづくり改善オフィス 高津正吉 先生

司会進行は
高木実践研修副委員長

趣旨説明と講師紹介をする
田中実践研修委員長

　高津先生を迎え環境の変化に対応できる＂人財＂の育て方に
ついて学ばせて頂きました。
　日々変わる社会情勢の中で会社を支え崩れる事の無い石垣の
様な人財育てる為に経営者（管理者）の役割や手法について具
体的にご指導いただきました。

大橋会長による挨拶

第３回実践研修委員会ではより具体的な問題解決策
であるＰＤＣＡサイクルを回すというテーマで講義
していただけますので第２回に参加できなかった方
も是非ご参加ください。

参加された皆さんは自社での事に置き換え
集中して講義に耳を傾けていました。

加納副会長の御礼の挨拶
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　初めまして、岡村機工株式会社の岡村佳祐と申します。
この度は入会させて頂き誠にありがとうございます。又、
入会に際し幾度となく熱い想いを披露頂きました株式会社
三洋精工所、川瀬様には大変感謝しております。
　私は岡村機工に入社して８年経ちますが、あまり外部の
会に参加したり勉強したりという経験が無く、これからの
自分に何が必要か？も把握もできていない次第です。社内
では中期的な目標を立て活動しておりますが、夢や長々期
の目標が足りない為に、熱意不足を随所で感じております。
　この入会を期に皆様にご指導頂きながら新しい知識を得
て、今後の活動に勢いを増していきたいと思います。
　これからどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 　皆様初めまして。この度ご縁があり入会させて頂
くことになりました、杉野辰彦と申します。
私は、大垣市内にて、父と身内ばかりの社員ですが、

自動車販売修理業を営んでおります。
　私は、この家業に入って 10 年程になりますが、仕事以外ほぼゼロ
に近い程自分で何かを行動するという事はあまりありませんでした。
そんな生活の中で、大垣青年重役会の研修例会や、異業の方々と交流
を通じて、多くの事をばせて頂きたいと思っております。入会を勧め
てくださいました方々、大垣青年重役会の諸先輩方に感謝いたしてお
ります。 
これからの様々な活動行事に積極的に参加し、自分磨きにつなげてい
けたらと思っております。まだまだ未熟者の私ですが 、一生懸命頑
頑張りますので、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

　この度は青年重役会への加入を承認いただ
きましてありがとうございます。青年団体に
所属する事は初めてになります。色々と至ら
ない点が有るかと思いますがご指導ご 撻の

程よろしくお願い致します。
　簡単な自己紹介ですが、今年で 29 歳になります。趣味は
ゴルフ（練習中）、スノーボード、映画鑑賞、スポーツ観戦
（特にサッカーやモータースポーツ）です。
　仕事としては宝飾店にて接客業をしており、普段は本店
やアピタ北方店にて勤務をしております。
　加入を考えたきっかけとしては、異業種の方や同じよう
な環境の方と話をする事、研修のような勉強をする機会が
少なかった為です。今後は少しでも多くの方と交流し、研
修などを通じて自分のこれからの為にも　勉強をしたいと
思っております。

　この度、OJB に入らさせていただきました「PCの困っ
たの解決」TripleWin の西松です。
仕事は
１・ホームページ制作をメインとしたweb 広告

２・名刺・チラシのデザイン
３・パソコンの修理
　コンピュータに関する好奇心から幅広く事業を展開し、 コンピュータ
の便利屋さんとして様々なお客様とお話をしながらトラブルを解決する
なかで気づいたことがあります。情報化社会が著しく進歩していく昨今、
素晴らしいサービスが溢れると同時に古い手法が次々と陳腐化し、多く
の方々が有益なサービスに触れたり、新しい手法を取入れる機会を見
失ったりしている状況が続いています。　我々の使命は、多くの方々が
自分に合ったモノを取入れ、有益に活用していただくための提案と提供
により お互いがよりよい生活、仕事品質が得られ、人生を輝かしいもの
になるよう成長していく事であると考えています。全てを今よりよりよ
いものとする為に、引き続きたゆまぬ努力を続けていく次第でございま
す。
　OJB に入って、皆様とともに学び成長していきたいと思っております。
　

ＯＪＢに入会して 岡村 佳祐 ＯＪＢに入会して 杉野 辰彦

よろしくお願い致します　 説田 裕高 次のステージへ 西松 恭伸

新入会員紹介 Part1

※不破環会員・堀隆男会員・堀佳一会員の自己紹介は次号にて掲載させていただきます。

四季の会

参加者１７名

平成 28 年 10 月 20 日 駅前にしき にて

第５０年度に卒業された先輩を交え和気藹々と開催されました。

本年度は７名の新たな仲間を迎える事ができました。互いに刺激し合い共に成長していきましょう。
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今月のドネーション 平成２８年１０月

皆様へのお知らせ　

○ 広報委員会より：

♦第 51 年度（９月１日）より大垣青年重役会ホームページがリニューアルされました。
リニューアルに伴いホームページアドレスが変更になりますので、ブックマーク等変更宜しくお願いいたします。
現在のＨＰアドレス　http://www.ojb.jp 変更後のＨＰアドレス　http://www.ojb1966.com⇒

○会員委員会より：

https://www.facebook.com/ogakiseinenjuyakukai/

第 51 年度より新入会員獲得へ向けた情報発信の一環としてフェイスブックページを
立ち上げ更新しておりますので是非皆さん大垣青年重役会のフェイスブックページへアクセス
して頂いて” イイネ” をお願いします。

♦広報委員会では「The next challenge」と題して、会員の皆さんが仕事やプライベートで実践している事や
　挑戦したいと思っている事をご紹介していきたいと企画しております。
　自薦・他薦ももちろんですが、こちらからお願いする場合もございますのでご協力の程宜しくお願いいたします。

新入会員候補者の情報も随時募集しておりますのでご紹介お願いします。

○上野和幸会員
１１／６（日）元気ハツラツ市内で行われる「オオガキス
トリートバル」というイベントに参加させて頂きます。
大垣の人気飲食店、酒蔵、ワインショップが集結し、皆様
に食を通じた感動体験をお届けします。
旬吟わのわの山田会員も出店されます。ぜひお越しくださ
い。

○平野宏司会員
東小創立１４０周年記念事業の一環として新調された鼓笛
隊の衣装デザインを担当させていただきました。

○北野英樹直前会長
タレントの鈴木ちなみさんが取材に来店しました。１０／
１５朝６時よりメーテレの「デルサタ」という番組で放送
予定です。

○奥田祐太郎会員
常葉神社、例大祭（十万石祭り）にて渡御（とぎょ）に参
加させて頂きました。大垣の町が元気になればと思います。

○近沢正会員
去る９／２１（水）から毎月第３水曜日夕方に駅前商店街
北東エリアにおいて「えきまえスクェアパーティ」という
イベントを始めました。
企画運営は石黒塾です。ビアガーデン、青空ワインバル、
卓球、テトリス大会等、夕方の駅前を目一杯楽しめます。
次回は１０／１９（水）１７：００～です。是非遊びに来
てください。

○大橋誠治会長
１０月例会も盛況にて終了しました。ありがとうございま
す。

７：２０　集合
７：４０開会式・記念撮影
８：００スタート

皆様の参加をお待ちいたしております。

○親睦委員会より：「土屋杯ゴルフコンペ」
日時：平成２８年１１月１０日

場所：関ケ原カントリークラブ
大垣市上石津町牧田９５－１８

会費：６０００円（プレー代及び茶店代等は各自にて精算お願いします。）


