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会長 挨拶

「大家族主義」「大家族主義」
社員の皆さんと家族だったらどうするのか？といった基準で接しているといった言葉が印象に残る講演でした。
家長として厳しい事も時には言わなくてはいけないけれど常に家族に関心を持ち成長を促しながら、自分はより
多くの利益を生む体制を作り経済面でも家族を守る、まさに会社の父親が経営者の姿なんだろうと思います。
愛とは相手の事を好きである必要は無いと聞くと何だか少し寂しい言葉に聞こえますがそれでも一緒に成長し前
に進むところは家族愛に似ているのかもしれません。
まずは身近な人を幸せにする事、そこから実践していこうと思います。仕事だけでなく私生活面でも参考になるご講演ありがとうござい
ました。

平成 29年 10 月 25 日発行

http://www.ojb1966.com
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10月例会 平成 29 年 10 月 10 日
大垣フォーラムホテルにて 参加者４４名演題「社員が幸せになる会社」

感謝の心をもって
楽しく経営にのぞもう

52 年度
スローガン

奥村 浩年 会員

「講演を拝聴して」「講演を拝聴して」 林 尚路 会員

講師　LFC株式会社 代表取締役 井上 剛典先生

先生からの「幸せですか？」の問いに数秒の間を置いてまったりと挙手した1人です。当然、肘も伸び切って
おりませんでした。講演冒頭の鋭いご指摘から背筋がスッと伸びたのを覚えています。「社員を幸せにする」
という使命感に満ち溢れた先生の熱い思いは配布いただいたクレドに集約されており、大変参考になりました。
経営陣・従業員への「お客様と同じ気持ちで商品 (サービス )に接する」という意識付けが意識改革や労働環
境の改善となり、結果的に品質（サービス）・生産性の向上に繋げるロジックに感銘を受けました。会社説明
からは特に我々中小企業にとって働き方改革の実現に向けた大いなるヒントを頂戴できたと感じています。「何
が社員の幸せにつながるのか」現時点では明確な答えを見出せずにおりますが、改めて向き合います。
井上先生ご講演ありがとうございました。

講演では、社員がまず幸せでなければならないという、大家族主義経営を軸とした、定年制度廃止、障がい者雇用、サンクスカー
ド等、社員のやる気や成長を後押しする、たくさんの取り組みについてお話し頂きました。そして根底に必要な、愛とは、相
手に関心を持つことからはじまることを教えて頂き、誰でも社員、お客様を愛することができるとお話し頂きました。

松本 歴代 講師紹介
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講師を囲む会
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参加者 ２８名

締めの挨拶をする吉田 歴代井上先生に質問をする小林 会員 高木 親睦委員長、杉野 副委員長お疲れ様でした

進行する高木 親睦委員長談笑する加納 会長と説田 会員 中締め挨拶各テーブルで様々な語らいをされていました

合同委員会

各委員長より委員会テーマの発表があり
委員会ごとに活発な意見交換が行われ
各副委員長より活動計画の発表がありました。

開会挨拶をする 加納 会長 司会進行をする足立 幹事長

堀 研修委員長

小林 会員委員長

高木 親睦委員長

近沢 長計委員長

臼井 研修副委員長西川 会員副委員長

西松 広報副委員長 大橋 長計副委員長 長屋 歴代

大橋 直前会長

吉田 歴代北野 歴代 講評をする岸上 監査役 閉会挨拶をする川瀬 副会長

乾杯の挨拶をする松本 歴代

奏音（カノン）にて

参加者 3８名
平成２９年９月１９日
いずみ庵大垣店

杉野 親睦副委員長

新入会員スピーチ 今月は、青木 新入会員、加藤 新入会員、金森 新入会員が登壇しました。

談笑する新入会員 仕事の話をする
青木 新入会員

トレイルマラソンの話
をする加藤 新入会員

体験談を話す
金森新入会員
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合同委員会 二次会 乾杯、中締め、その他数枚

ニューメンバーズスクール二次会　

平成２９年９月２９日　寿司会席たつみにて
ニューメンバーズスクール

参加者２０名
（内特別会員２名、新入会員３名）

挨拶をする加納 会長 進行をする西川会員副委員長 

渡部 先輩

乾杯の挨拶をする
岸上監査役

交流を深める
大橋直前会長と金森新入会員

歴代と会長と
新入会員を交えて乾杯

長屋 歴代

吉田 歴代 北野 歴代

平野 歴代

松本 歴代 浅野 歴代

乾杯の挨拶

加藤 新入会員 金森 新入会員

水野 新入会員

草野 新入会員

長谷部 新入会員

青木 新入会員

24 名 ( 内特別会員 2名、新入会員 6名 )

参加者 ２５名サン・ローランにて

スリーキャッツにて

締めの挨拶をする平野歴代

拍手で二次会スタートされました 加納 会長と平野 歴代乾杯挨拶をする長屋 歴代 話を弾ませる長屋 歴代と浅野 歴代

参加の感謝を述べる親睦委員長

渡部特別会員の話
会社での失敗は取り返せないが、
OJB では大丈夫。
本気でやった失敗には、必ず価値が
残るから、ぜひ思いっきりやってほ
しい。
そして困ったときには必ず仲間が手
を差し伸べてくれます。
よい仲間をたくさん作ってほしい。

羽田特別会員の話
ＯＪＢ活動の中で、会員同士の豊か
な人間関係を築いていってほしいし、 
またその縁を末永く大切にしていっ
てほしい。

大橋 直前会長

今月は、青木 新入会員、加藤 新入会員、金森 新入会員が登壇しました。

羽田 先輩
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新入会員紹介

52nd Ogaki Junior  Board４

１１月に誕生日を迎える５名の方をご紹介いたします。OJB会員として一緒に学ぶ仲間に感謝 ! ！

10月ドネーション

１８日　奥村 浩年 会員 １８日　渡邉 雅大 会員 ２０日　長谷部 綾子 会員
２３日　河合 敏直 会員 ２８日　青木 信秀 会員

皆様、はじめまして。( 有 ) 大垣屋クリーニング商会
の青木と申します。
歴史ある大垣青年重役会に入会できたことを光栄に思
います。
私は、大学を卒業したあと、東京の商社で営業をして
おりましたが、26 歳の時に家業を継ぐ決心をし、大
垣に戻ってまいりました。
今まで、他業種の経営者の方々との接点がほとんどな
く、自分の視野をもっと広げたいと思っていたときに、
入会の話をいただき、入会を即決致しました。
今後、OJB の様々な活動を通して、皆様と交流を深め、
自分を高め、地域社会とのつながりを深めていきたい
と思っております。未熟者ではございますが、何卒、
ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

「OJB に入会して」 青木 信秀

５２年度新入会員の加藤肇と申します。
近沢会員の市議会議員選挙の手伝いをしたことから、
ＯＪＢの会員の方々と出会うことができ、北野歴代に
紹介して頂いてＯＪＢに入会することになりました。
弁理士という資格を持っており、大垣駅北口の近くに
西濃特許事務所を構え、特許、商標、意匠等の出願代
理を行っています。
開業したのは平成２８年１２月で、開業してからまも
なく１年となります。
開業する前は特許事務所に勤務しており、その前は公
務員でしたので、経営に関して初心者です。
ＯＪＢでは、経営について学んで全うな経営者となれ
るよう、研修に励ませていただきたいと考えています。
また、諸先輩方との交流を深め、経営やその他様々な
ことを学ばせていただきたいと考えています。

「経営者としての第１歩」 加藤 肇

ニューメンバーズスクール無事に終える事ができました。ありがとうございました。
１１月４日、新入会員情報交換会を開催いたしますので、多くの会員の参加と情報をお待ちしております。よろしくお願い致します。

・会員委員会

合同委員会、多数ご出席いただきましてありがとうございました。今後とも会の行事へのご参加を宜しくお願い致します。・足立 貴保 会員

第５２年度親睦委員会活動に、是非ご参加宜しくお願い致します。・親睦委員会

先日、無事結婚式を終えることができました。慶事祝い、ありがとうございました。・清水 裕雅 会員

地元大垣の情報誌「咲楽」に掲載していただきました。仲間とのつながりに感謝しています。・川瀬 竜也 会員

第２回コントラバスコンサート、１９名の方にご参加いただき無事終了いたしました。・西川 可一 会員

遅くなりましたが、無事８月３日に新店舗オープンしました。・渡邊 雅大 会員

１０月２２日、２３日に、創業１３０周年創業祭を大垣フォーラムホテルで取り行う事となりました。
ご興味ありましたら、私までお声がけ下さい。

・説田 裕高 会員

十万石まつりで御神輿を担がさせて頂き、楽しく盛り上がらさせてもらい、とてもOJB の皆様に感謝しております。
ありがとうございました。

・杉野 辰彦 会員 

十万石まつりで初みこしを担がさせて頂きました。OJB のつながりに感謝！ありがとうございました。・野原 実 会員

今年も常葉神社例大祭、御輿渡御に参加させて頂きました。晴天の中、大変盛り上がりました。ありがとうございました。・奥田 祐太郎 会員

十万石まつりでおみこしを担がさせていただきました。・川瀬 知哉 会員 

昨日１０月９日には息子宗一郎も無事８ヶ月を迎え、ますますたくましくなりました。
息子に負けぬよう頑張りますので、宜しくお願い致します。
１０月例会もたくさんの会員の皆様にご参加いただきありがとうございます。

・加納 浩二 会長

大垣ケーブルテレビ、自店のまちゼミ「日本酒入門」の様子を取材して頂きました。ありがとうございます。
11 月は芋煮会、酔い都大垣ＳＡＫＥ合戦等、イベントが多いので是非ご参加ください。ありがとうございます。

・上野 和幸 会員

新入会員紹介　第５２年度新入会員を今月号から順次ご紹介します！

おしらせ
10/23 開催予定の土屋杯は、台風のため延期と致しました。
次回開催は、来春を予定しております。詳細は、決まり次第、ご案内致します。


