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１２月例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演題：「夢実現のための中小企業支援」 

講師：大垣ビジネスサポートセンター  

      センター長 正田 嗣文 先生 

        
１２月１０日 大垣フォーラムホテル 

                参加者：会員４５名 

 

 

 

 

 

 

 

 

挨拶をする川瀬知哉会長      講師紹介をする吉田大助歴代   講師へお礼を述べる近沢正副会長 

ご講演を拝聴して  大平 晃嗣 

講師の正田嗣文先生のお名前を見たときにまずシモンという名前に目がいきました。シモン

といえば歌手か安全靴、というイメージしかありませんでしたが、そんな前置きとは全く関係

なく（笑）実際お話を聞くと、まずは目標の設定、そこからどうやって目標を実現するために

作戦を練っていくか？先生の場合、ＨＩＳに入社する為に英語と資格から大学選び、奨学金の

為に単価の高いアルバイト選び…ＨＩＳに入社されてからも妥協することなく自分の目標に向

かって進まれているお話をお聞きして、先生の人間的な芯の強さをとても感じました。 

常にこうなりたい！と夢を持ち、それを思い描き、熱い想いを持って周りに話していくことが夢実現への一歩であ

ると学ばせていただきました。貴重な講演、ありがとうございました。 
ご講演を拝聴して  高木 一也 
今回正田先生より大変興味深いお話を聞かせていただきました。 

着眼点を変え知恵を出すことで、おカネをかけずに売上をアップさせる事に、とても驚きを

感じました。今まで弱みと思っていることを強みに変え、日々当然として行っている業務が強

みだったりなど、自分自身ではなかなか気が付かない所に、気づきサポートをしていくガキビ

ズは、本当に中小企業の味方だと思いました。 

また、先生のお話にあった「やってみなきゃわからない」が、心に残りました。私もやる前に

諦めず、たくさんの知恵(アイディア)を出し、しっかりと思い描いて新しいことへどんどん挑戦をしていきたいです。 

 長時間に渡り貴重なご講演、本当にありがとうございました。そして、大垣ビジネスセンターに伺う際には、どうぞ

よろしくお願いいたします。  
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乾杯の挨拶は北野英樹歴代   締めの挨拶は松本正平歴代 

代わる代わる講師を囲み、ガキビズに対する質問が飛び交いました。大変有意義な講師を囲む会となりました。 

                             場所：レッチ・オアシス    参加者：３０名 

 

 

 

岐阜県で最も高い建築物である岐阜

シティ・タワー４３の最上階にて、忘年会

が執り行われました。 

場所 ：ｆｏｒｔｙ ｔｈｒｅｅ 

参加者：５４名  

講師を囲む会 

新入会員３分間スピーチ 

生い立ちと趣味の話を交えて自

己紹介をする、中村康宏会員 

保険の大切さと当たり屋への注意喚起を

交えて自己紹介をする、望月孝司会員 

起業からの道のりと仕事内容を交え

て自己紹介をする、渡辺誠司会員 

忘年会 
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場所 ：大垣フォーラムホテル 

参加者：２９人 

 

 

ＭＱ戦略ゲームを終えての感想 

・ＭＱ戦略ゲームを通して感覚的な経営から脱して、根拠のある数字を示しなが

ら社員にも何をどう売るべきかを伝えていこうと思います。 

・起業当時は自己資本等あまり考えずに投資をしていましたが、今は自己資本を

上げる為の守りの経営スタイルがそのままＭＱ戦略ゲームに出たことに気づかさ

れました。 

・経営といっても様々な戦略、戦術があるように、皆が様々なアプローチの

仕方で捉えていたことは大変面白かった。 

・価格競争をしては利益を出せない。市場が変化しても同じやり方でやって

いては結果を出すことが出来ないし、リスクでトラブルとなった時、方針の

修正をしなければならないことが良く分かった。 

・思ったとおり戦略的な思考が出来ないことに気づけた。そもそも戦略以前

に決算書の書き方さえままならず、自身の知識不足を十分理解した。 

・最初はすべてにおいて分からないことだらけだった。また、会計表等の計算に弱いことが良く

分かった。 

・このゲームの主旨から外れると思ったが、普段の自分ではしない大きな投資や借金をしてみました。しかし、自分の

キャパをオーバーしてしまった。 

・２期３期は市場の流れにまかせる事が多かった。４期は前日に原価計算から目標経常利益を出して臨むことが出来

て達成感があった。５期は長期プランを考えたが時間が短かったため、売上不足に陥ってしまった。準備不足を悔や

みました。 

・計画を立てて実践する大切さを改めて教えて頂きました。 

・卓によって全く違う経営をしなくてはならないということは分かっていたが、常に自分の思い通りにはいかないこ

とは日常と似ていると感じました。 

・いつもと違った経営をしてみたいと思っていましたが、結局同じ様な経営方針を取ってしまいました。  

第２回研修戦略委員会 ＭＱ戦略ゲーム 

開会の挨拶をする、 

川瀬知哉会長 

ルールの説明をする、

森哲也先生 

閉会の挨拶をする、 

江森正監査役 
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場所 ：関ケ原カントリークラブ 

参加者：３１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１位 高橋 克弥 

２位 長屋 是通  

３位 江森 正 

４位 西野 英乙 

５位 小林 一嗣 

６位 松本 正平 

７位 牧村 英治 

８位 川瀬 知哉 

９位 小川 真人 

１０位 井納 宏自 

１１位 田中 猛文 

１２位 川瀬 竜也 

１３位 川合 麻美 

１４位 北野 英樹 

１５位 望月 孝司 

１６位 加納 浩二 

１７位 土屋 光晴 

１８位 河合 敏直 

１９位 浅野 信哉 

２０位 上野 和幸 

２１位 松田 俊治 

２２位 山口 猛 

２３位 足立 貴保 

２４位 高木 一也 

２５位 近沢 正 

２６位 中島 繁樹 

２７位 奥田 祐太郎 

２８位 臼井 俊治 

２９位 杉野 辰彦 

３０位 西松 恭伸 

３１位 説田 裕高 第１位となった 

高橋克弥特別会員 

今年は、順位に応じた表

彰に加えて、「黒ひげ危

機一髪」を使った抽選を

行いました。 

表彰式で土屋顧問に

ご挨拶いただきまし

た。 

今回は特別会員が三名参加

（写真は川合麻美特別会員

と土屋光晴特別会員） 

始球式で豪快なショットを 

披露する川瀬知哉会長 

開会の挨拶をする 

川瀬知哉会長 

土屋杯ゴルフコンペ 
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北野 英樹会員  創業２２０周年感謝イベントを中日新聞、岐阜新聞で取り上げていただきました。イベントも成

功でした。ありがとうございました。 

長屋 是通会員  １１月２３日に福知山マラソンで会長時目標だったサブ３.５をようやく達成しました。ありがと

うございました。 

         昨日寺田白鳳展で川瀬会長はじめ多くの方に来場していただきありがとうございました。 

河合 孝浩会員  東京国際フォーラムにおいて、社会保険労務士制度創設５０周年式典が天皇皇后両陛下のご臨席

を賜り開催され、岐阜県会の仲間６０人と出席して参りました。お二人の姿を目の当たりにし、と

ても神々しい体験をさせていただきました。 

牧村 英治会員  ＣＢＣテレビで｢花咲かタイムズ｣にて駅前がぶやの放映をしていただきました。ありがとうござ

いました。 

水野 靖弘会員  先日、大垣ケーブルテレビでミズノカメラ協賛で、カメラの使い方講座の番組に SKE の子と出演

してきました。３月まで大垣ケーブルテレビでＣＭも流れますので是非ご覧下さい。 

田中 猛文会員  西部中学校創立５０周年式典が行われました。中日ドラゴンズ大野選手の講演もあり大成功でし

た。協賛していただいた川瀬会長ありがとうございました。 

上野 和幸会員  今度の日曜日に行われる大垣ハーフマラソン時に、大垣公園で｢おおがきランナーズパーク｣とい

うイベントを行います。ランナーの方に大垣の｢お土産や食｣を楽しんでもらうイベントで、ＯＪ

Ｂからは、北野会員、牧村会員、近江会員、吉田大助会員にも出店してもらいます。是非遊びに来

てください。 

足立 貴保会員  本日無事４１回目の誕生日を迎えることができました。ありがとうございます。 

高木 英樹会員  第一子が生まれました。名前は梨沙といいます。宜しくお願いします。また、誕

生日は私と同じ１２月４日。干支も同じになりました。ありがとうございます。 

 

 

 

１２月ドネーション 

お知らせ 

平成３１年１月２７日（日） １３：１５～１５：００ 

（受付開始１２：００  開場１２：４５） 

場所：大垣フォ－ラムホテル  

講師：アルピニスト 野口 健 先生 
演題：『目標を持って生きることのすばらしさ』 
 

新春ＯＪＢスクール記念講演会 

新春ＯＪＢスクール決起登山会 

日日時：平成３１年１月１３日（日） 

      ０５：４０ 集合 

      ０５；５０ 登山開始 

（     （日の出：０７：０１） 

      ０８：３０ 解散 

 場所：岐阜城金華山登山コース 

        （七曲コース） 

  

 

 

 

懐中電灯（頭に

着けられるものが良い）、寒暖調節

できる服装と着替え、 

山登りできる

靴、飲み物、杖、その他 
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第２回研修戦略委員会（ＭＱ戦略ゲーム）のドネーション 

西野 英乙会員  ＭＱ戦略ゲームにおいて、非常に素晴らしい成績を出させ

て頂きました。またのご挑戦をお待ちしております。 

小林 諒士会員  １１月２８、２９日にＭＱ戦略ゲームに参加しまして、見

事に黒字で終えることができました。２日間大変勉強にな

り、今回参加して本当に良かったと思います。 

田中 真奈美会員 ＭＱ戦略ゲームに参加させていただきました。研究開発の

大切さを学ばさせていただきました。また機会があったらチャレンジしたいです。グループが一

緒だった皆様。沢山助けていただきありがとうございました。 

加納 浩二会員  ＭＱ戦略でちょっとだけプラスで終わることができました。２期目やってないので自分では良い

結果だと思ってます。 

松田 俊治会員  ＭＱ戦略ゲームにて、第２期、第４期売上１位いただきました。 

高木 一也会員  ＭＱ戦略ゲームにて、計算記入ギリギリ３位に輝きました。 

富田 一登会員  ＭＱ戦略ゲームにて計数記入、堂々１位に輝きました。今後は成績も追いつきますよう精進いた

します。 

川瀬 竜也会員  ＭＱ戦略ゲームにて累計売上第２位！！を頂きました。次回雪辱を果たします。 

長屋 是通会員  ＭＱ研修におきまして自己資本３位になりました。ありがとうございました。 

北野 英樹会員  ＭＱ戦略研修にて自己資本部門で２位、売上で３位になりました。本業も頑張ります。 

長谷部 綾子会員 ＭＱ戦略ゲームにて、ただ計算が早かっただけですが、計数力２位になりました。 

金森 実輝彦会員 ＭＱ戦略ゲームにて、西野氏以外で唯一Ａ卓２期連続キープしました。次回は眠くならないよう

頑張ります。 

研修戦略委員会  第２回研修戦略委員会に多数ご参加いただき誠にありがとうございました。参加された方からも

好評いただいて大変嬉しく思います。 

 

土屋杯のドネーション 

松本 正平会員  土屋杯にて２年連続で顧問賞を頂きました。ありがとうございます。 

長屋 是通会員  土屋杯におきまして準優勝することができました。ありがとうございました。 

加納 浩二会員  土屋杯で順位はちょうど真ん中でしたが、黒ヒゲチャンスを一発で当ててしまいました。臼井委

員長段取りくるわせてごめんなさい。 

奥田 祐太郎会員 土屋杯にて黒ヒゲ危機一髪飛ばすことができました。 

上野 和幸会員  土屋杯で２０位飛び賞で三元豚頂きました。ありがとうございます。 

井納 宏自会員  スコアは別にして飛び賞でブランチヒロノヤのお食事券を頂きました。嫁と行ってきます。 

小川 真人会員  土屋杯で会長賞頂きました。昔話題の VR です。秋の夜長に最適です。 

説田 裕高会員  土屋杯でブービーメーカー頂きました。来年はブービーに上がれるよう練習します。 

江森 正会員   土屋杯ゴルフコンペ、スコアはとんでもない数字でしたが、３位頂きました。ありがとうござい

ました。 

望月 孝司会員  先日の土屋杯で１０３と不甲斐ないスコアでしたが、ケガなく楽しくラウンドできました。又、

１５位の飛び賞で飛騨牛を頂きました。ありがとうございました。 

小林 一嗣会員  土屋杯にて５位入賞させていただきました。土屋顧問より商品を頂き光栄でした。 

土屋杯チーム   土屋杯、大変盛況に開催することができました。ありがとうございました。 

高橋克弥特別会員 良いメンバーに恵まれ優勝させていただきました。まだまだ若いもんには負けません。 

 

川瀬 知哉会長  １２月例会に多数の方のご出席ありがとうございました。皆様のおかげをもちまして無事終える

ことができました。来月にはいよいよ新春ＯＪＢスクールを控え、また様々な行事を予定しており

ますが、引き続きＯＪＢ活動へのご理解とご協力よろしくお願い致します。 

ひろば第６号の発行日は、新春ＯＪＢスクールの日程の都合上、平成３１年２月２日となります。 


