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演題：オリンピックまでの過程から学んだこと

講師：シドニーオリンピック体操競技 日本代表　
           岐阜県立大垣商業高等学校 教員　
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一般社団法人 大垣青年重役会

第54年度 10月例会

１０月例会講演はシドニー五輪に体操競技日本代表で出場され、大垣商業高等学校教員の山脇
佳奈先生にご講演頂きました。
決して順風満帆ではなかった選手時代のエピソードから、その体験を基にして体操部を強豪校
に育て上げた指導の秘訣まで貴重なご講演を頂きました。

令和元年 10 月 9 日 ( 参加者 : 会員 40 名 )
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　オリンピックに出場された先生の講演を拝聴する事ができ、更には大垣
商業の先生という事もあり、お話を聞くにつれ何か学生の頃に戻った身近
な感じで講演を拝聴させて頂きました。小学１年でお父様の勧めで体操を
始められ、中学２年の時には１２時間の練習に励み、その練習量が後に「し
んどい時程、自分を助けるのは自分、それが自信に繋がる」というお話に、
仕事の過程においてその様な場面に遭遇のか、と考えるきっかけになりま
した。先生が激しいバーンアウトに合い、一度体操から遠ざかり大学時代
の先輩の声かけで再度体操に戻られたお話に、周りの人に感謝し目標を持
ち続けていくことの大切さを学ばせて頂きました。私の会社は父親の代か
ら始まり今は身内で仕事をさせて頂いておりますが、この機会に私自身の
初心の時から振り返りながら先生のお話を落としこみ、これからのビジョ
ンについて考えてみたいと思います。貴重なご講演有難うございました。

『ご講演を拝聴して』 杉野 辰彦 会員

　シドニーオリンピック 体操競技日本代表 山脇佳奈先生をお迎えし『オリ
ンピックまでの過程から学んだこと』と題して拝聴させていただきました。
コーチのお父様から技術を受けつがれ、その技術と精神を指導者として選
手達につないでいき、選手１人 1 人の個性を生かして将来をみすえて指導
者としての目標が目先のことではなく一つ先の選手の将来をみすえてみえ
る姿が日本体操競技の技術の向上と発展につがっていっていることを感じ
ました。選手時代は、並々ならないご苦労と努力があり体操を愛する気持
ちが今のお立場に生かされていると感じました。スポーツの世界も企業経
営のなかでも人と人とのつながりや人づくりが継続発展のために大切なこ
とを感じました。相手を信頼して成長を信じて相手を受け入れて明るく温
かい人になれるようにこれからも自己研鑽していきたいと思います。本日
は、貴重なご講演ありがとうございました。

『ご講演を拝聴して』 田中 真奈美 会員

　　　山脇 佳奈 先生
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10 月例会

 １０月講師を囲む会  場所：エスペランサ　参加者：２５名
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趣味のゴルフについて
話す小川香織会員

サッカーについて話す
川瀬記一会員

マインドフルネスについ
て話す川瀬勇樹会員

感謝や初心について
話す兒玉天馬会員

新入会員３分間スピーチ

山脇先生を囲み、話題が尽きない楽しい夜となりました

山脇先生も、普段お話しされる高校生と違う雰囲気の会場で少し
緊張されたとのことでしたが、実際に体操演技の動きを交えられ
るなど爽やかかつアクティブなご講演でした。

近沢会長の挨拶により
開会しました

足立副会長が山脇先生へ
お礼の言葉を

述べられました

浅野歴代による講師紹介

松本歴代による
乾杯のご発声

川瀬直前に中締めの
挨拶を頂きました



【 新入会員自己紹介 】

　ニューメンバーズスクール 日時：令和元年９月 27 日　場所：寿司会席たつみ
参加者：２５名（特別会員：１名、会員２４名）

日時：令和元年９月 27 日　場所：ラウンジ澪（ミオ）
参加者：２１名（特別会員：１名、会員２０名）　ニューメンバーズスクール ２次会

本年も多数の新入会員さんを迎え入れることができました。

今年も多くの新入会員さんにご加入を頂きましたので、今号より自己紹介文を掲載させて頂きます。
先輩会員の皆様も積極的にご交流頂ければと思います。

　この度、ＯＪＢに入会させていただきました株式会社小川ミートの小川香織です。業務
内容は、食品スーパーに精肉のテナントとして、岐阜、愛知、三重に 16 店舗出店し、地
元のお客様においしいお肉を食べていただきたいと考え、国産ブランドにこだわったお肉
を販売しております。私自身、お肉大好きに肉食女子で、ほぼ毎日お肉を食べています。（ゴ
ルフの飛距離に繋がっているかも）ＯＪＢの活動を通して、講師の方々の話を聴き、経営
について学び、異業種の方々と交流を深め、『実るほど頭を垂れる稲穂かな』という謙虚
な姿勢を忘れず、経営者として、人として、成長していきたいと考えております。まだま
だ勉強不足な私ですが、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

『成長していきます』 小川 香織 会員

　私が OJB で学びたいことは 2 つあります。
1 つ目は、「人間力」。多くの先輩会員が所属されているため、先輩や同期の皆様と仲良く
なり、一人の人間として大きく成長したいと思っております。
2 つ目は、「経営力」。毎月の例会を始め、経営に関する知識や考え、知恵を学ばさせて頂
きながら、経営者として成長したいと考えております。
人生一生学び舎という言葉がありますが、一般社団法人　大垣青年重役会を通じて、一人
の人間として・経営者として成長していけるよう精進してまいります。

『人間力と経営力』 川瀬 記一 会員

　OJB 新入会員 マルカ空調の川瀬勇樹です。仕事内容は、家庭用・業務用エアコンの施工・
洗浄等を行っております。現場は学校・老人ホーム・事務所・工場等での新築・改修工事です。
現場作業は、危険作業や不安定な環境化での施工が多くあるため、安全に対する危険予知
活動（KY 作業）や施工に関する正しい知識を学び 1 日安全に作業ができるよう日々努め
ております。又、施工技術向上のため講習や資格取得等を積極的に行い日々業務の中での
品質・技術向上できるよう努めております。OJB 入会は加納水道 ( 株 ) の加納歴代会長か
らのご紹介がきっかけです。OJB で学びたいことは、異業種の方々と交流を行うことでコ
ミュニケーション能力の向上に努めたいと思います。

『自己紹介』 川瀬 勇樹 会員

近沢会長から新入会委の皆さ
んに OJB での活躍を願って

お話頂きました

渡部弘幸特別会員には OJB
の魅力を語って頂きました

２次会も夜遅くまで
大盛況で盛り上がり、
OJB 活動のあれこれを

先輩からお教え頂きました歴代会長からも OJB についての熱い思いをお話し頂きました
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11 月のお知らせ

創立５５周年準備委員会のメンバー固まり動きはじめます。これからよろしくお願
いします。

北野 英樹 会員 ▶

弊社が開発したリボン袈裟が、９月１１日中日新聞の「うちのイチおし」コーナーに
掲載されました。これからも新たな商品開発や和裁技術の向上に努めてまいります。

吉田 光利 会員 ▶

松田 俊治 会員　▶ 令和元年９月２９日新規機械導入致しました。いっぱい加工してお金を稼ぎます。

10 月ドネーション

日時

講師
演題

場所

令和元年１１月９日（土）
１８：３０～２１：１５
大垣フォーラムホテル
岐阜協立大学 学長　竹内 治彦 先生

「地方都市＂消滅＂にどう向き合うか」

◆１1 月例会

日時

会費

場所

令和元年１１月９日（土）
　２１：３０～２３：００
和菜台所　がぶや
大垣市禾森町 5 ー７５
４，５００円

◆１1 月例会講師を囲む会

日時

会費

場所
令和元年１１月２６日（火）　　９：００  集合
関ヶ原カントリークラブ
大垣市上石津町牧田９５－１８　ＴＥＬ　０５８４－４７－２３２１
６，０００円　（プレー代及び茶店代等は各自にて精算お願いします）

◆土屋杯ゴルフコンペ

『自己紹介・仕事内容』

訂正
第５４年度概況及び活動計画資料において、会員名および E メールアドレスの表記間違いが

ございましたことをお知らせ致します。
-16 頁 -　富田泰之会員は誤りで、正しくは富田康之会員です。

E メールアドレスも radiant012017@gmail.com　に訂正させて頂きます。お詫びの上訂正申し上げます。
また、ひろば９月号３頁についても同様の間違いがございましたので訂正させて頂きます。

会員情報変更のお知らせ
望月孝司会員の（会社所在地）（住所）が移転されましたので皆様に報告申し上げます。

新住所　〒503-0017　大垣市中川町４丁目８０－１

　オートパレスKEN店長の兒玉天馬です。当店はオートバイの販売、修理、カスタム、買取、
車検などオートバイに関わること全てを業務としております。学生時代、野球をしていた
こともあり体力には自信があります。体力が余ってるうちにと、今はバイクレースや、お
客様とサーキットに出向いたりしております。楽しいことは、永遠には続きませんので出
来る間は思う存分楽しませていただこうと思っております。しかし、遊んでばかりもいら
れませんので仕事の方でも体力を活かして精力的に頑張っております。仕事も良いことば
かりではありませんが、体力の続く間は全力疾走で頑張っていきたいと思います。皆様の
お力をお借りすることになるとは思いますが、これからどうぞよろしくお願いします。

兒玉 天馬 会員
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