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大垣青年重役会
一般社団法人

第５１年 度　第　9   号
平成２９年 4月２５日発行

大垣
一般社

第５
平成

第 51年度
スローガン

～伝統に感謝し本質をふまえ時代適応力を強化～

講師：株式会社ＩＳＩ流通経済研究所　代表取締役 小林喜代子先生

演題『信頼関係を築くコミュニケーション』

４月例会 （親睦委員会担当例会） 平成２９年４月１０日 大垣フォーラムホテルにて

参加者 正会員３９名 

第５１年度

～言葉は心をつなぐもの～

「耳と目で心の声を聴く」

コミュニケーションとは単に伝達するだけで良い事だ
けでなく伝達し共有できなければいけない事も多くあ
り、共有・共感していくためには聞き手に寄り添った
言葉・話し方・組立が必要であり、また聞き手にも話
し手の表情やしぐさ等にも注意して聴く姿勢も必要で
ある事を学ばせて頂きました。
実際にロールプレイングしてみて正確で的確に伝える
事の難しさを実感できる例会となりました。

一般聴講者１名 

優しい語り口で司会をする

野原親睦副委員長

人とのコミュニケーションの
大切さを交えた挨拶をする

大橋会長

講師紹介をする

井納親睦委員長
御礼の挨拶をする

加納副会長

隣同士で話し手・聴き手の
実践、話し方・聴き方の難
しさを体験しました。

前 に 立 っ て 体 験 す る と
更に難易度が高くなり思った
ように伝わらなかった様です。

共感を得る話し方には
スピードや言葉の選択が重
要だと体験できました。

小林先生も身振り手振りを
交えて伝える話し方をされ
ていました。
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今回は全員参加型例会と聞き楽しみに参加させていただきま
　した。
まず先生の起業するまでのお話をお聞かせいただきました。
知恵を知識に変えていくことについて教育をしていたと言う

ことで私の会社でも早速応用していけたらと思っております。
優秀な知恵を知識に変え最終的には実際のお客様に届くようにどうすればいい
のかを考えさせられました。またコミュニケ－ションには一方方向と双方向が
あり、それぞれの使い方が大変に勉強になりました。
普段会社では一方方向で話しがちですが、今後は双方向コミニケ－ションを取
り入れて従業員の知恵を知識にに変えていく必要を強く感じました。
その後会員同士実際にトレ－ニングをして伝える事の難しさを体験しまた。　
２人ペアになり１分間自分の事を話し相手がどれだけ理解できているのかとい
うトレ－ニングで私はおそらく話すのが人より早いということに気づかされま
した。仕事がら人と話すことが多いので今後は気を付けていく必要があると思
いました。
伝える側がいかに相手に伝わるよう考えて話すのかが重要なことだと感じまし
た。そして相手のレベルに合わせて話さなければいけないことも日々の中で実
践しているつもりでしたが改めて再認識させられました。
最後に先生が仰られていた積極的傾聴を続ければコミュニケ－ション能力が高
まるということで明日からいえ今日から実践していきたいと思います。

今回小林先生のお話しをお伺いし、改め
てコミュニケーションの大切さを気付か
せて頂きました。

普段自分が会話をするのにあたり稚拙な感情から相手の
話を聴いていない事や、余分な一言を発してしまう事が
多く有り、それが結果相手を傷つけてしまうことになっ
ていました。
今回学ばせて頂いた点としては良い聴き手の価値観でし
た。相手の立場に立って、相手のフィールドに入り、共
感する事によって信頼関係を築きながらコミュニケーシ
ョンを取る事です。
今までに自分の中に知らず知らずの間に作っていた凝り
固まった固定観念がある事に気付かせて頂きました。
これからは会話をするにあたり、相手の話を聴く時、自
分の壁を取り外し、ほんの少しのユーモアを持って対話
をしていきます。
親睦委員会らしい例会をありがとうございました。

言葉の重さ 西野  英乙 北倉 拓也全員参加型例会

４月例会

第５１年度 土屋顧問を囲む会
参加者 会員　計２８名

大橋会長の挨拶 土屋顧問の挨拶 お礼の花束贈呈 平野相談役による乾杯の挨拶

顧問の周りには常に人が多くいました。 お酒も入り大いに盛り上がりました。

進行の山口幹事長 御礼の挨拶をする加納副会長

今年度も大変お忙しい中で土屋顧問にお越しいただきどんな状況にあっても策を練って
前に進むヒントを頂きながら多くの事を学ばせていただき有意義な時間を過ごさせて頂きました。

平成２９年３月２３日 末廣にて
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今月のドネーション 平成２９年４月

〇山口　猛会員
代表取締役になりました。今以上に頑張ってまいりますので、よろ
しくお願いいたします。
〇江森　正会員
長男が無事に中学校へ入学しました。
〇林　尚路会員
３月から大阪丸福珈琲店とコラボしたクッキーを新大阪駅にて期間
限定で販売しております。４月中旬以降は、大津ＳＡ等で販売予定
です。よろしくお願い致します。
〇親睦委員会
本日の担当例会　たくさんの会員の皆様にご参加頂き、ありがとう
ございました。

第３回 実践研修委員会

※日頃よりドネーションへのご理解、ご協力ありがとうございます。
今後とも会員皆様のご協力を宜しくお願い致します。

〇永田康仁会員
長男が無事に中学校へ入学しました。
〇足立貴保会員
長女が無事に中学校へ入学しました。
〇説田裕高会員
４／１４～４／１７にさし源本店にて、創業１３０年ご恩返しの会
を開催いたします。推定３億円のサンゴの原木等がありますので、
お時間がありましたら、是非お越しください。
〇大橋誠治会長
４月担当例会も多数ご参加いただき終了することができました。あ
りがとうございました。

平成２９年３月２８日 大垣市情報工房にて

参加者 ２５名

前半は前回の研修の
テーマである
「見える化」に沿って
「キチンと伝える事例」
を発表しました。

杉野会員 久世会員 渡邉会員 奥田会員

後半はグループ毎に演習・経営者（管理者）
に求められる能力とは？として
１．考え抜く力
２．優先順位設定と判断力
３．「障害」を除く能力
３つの優先順位とその根拠について話し合
い代表者により発表しあいました。

前回に引き続き　ものづくり改善オフィス 代表　高津正吉先生に「経営者（管理者）に求められる能力とは？」
というテーマでご講義・ご指導いただきました。

川合会員 松下会員 所会員

上野会員 中島会員

司会・進行の
高木実践研修副委員長

挨拶をする
田中実践研修委員長

挨拶をする
大橋会長

今回も高津先生に
ご指導いただきました。
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 ５月例会（広報委員会担当例会）のご案内第５１年度

講師：

演題：　「企業経営していくために実践すべきこと」

日時：　  ５月９日（火曜日）　19：00 ～ 20：30
場所：　  大垣フォーラムホテル　

The next challenge

私は欲張りな性格な故、挑戦したいことは山ほどあるが、
今一番チャレンジしたいことは鈴鹿サーキット内にあるレ
ンタルカートでＳライセンス取得タイムを出すこと！カー
トとはＦ１ドライバの登竜門的な位置付けであり、４輪
モータースポーツの基礎が養える乗り物である。レンタル
カートとはいえ時速６０ｋｍ/体感速度は１２０ｋｍ、コー
ナ毎に瞬時に的確な操作及び判断が求められます。冒頭に
述べた通り欲張りな性格な私は、Ｓライセンス必達だけに
留まらず、『実践』で得た技術と理論を仕事や人生へ生かし、
常に『進化』を目指します。

今年で丁度ジムに通いだして５年になりました。
初めは軽い気持ちで初めました。１人で通っていたので初
めは良くサボっていました。友達を誘って一緒に行くよう
になってからはお互い刺激しあいかなりの頻度で行きだし
ジムで仲間も増えました。新しく仲良くなった方に花屋な
んですと伝えそれが広まり今では定期的に花を注文して貰
える用になりました。
これからも色々頑張りたいです。

趣味からビジネスへ！趣味からビジネスへ！Ｓライセンスチャレンジ！
小川 智宏　 小林  諒士

「進化」「実践」をキーワードに会員が仕事やプライベートで
実践していること、挑戦したいと思っていることを聞きました。

未来工業株式会社 代表取締役社長 山田　雅裕 先生

ホワイト企業として名高い 未来工業株式会社 代表取締役社長　山田雅裕先生をお招きして社員の幸せに繋がる
制度、他社と同じ物は作らない等、個性的な企業を引っ張るリーダーとして実践されていることをご講演いただ
きます。次に続くオンリーワン企業に成長するヒントを得られる良い機会になるでしょう。是非ご参加ください。

○講師を囲む会のご案内 日時：平成２９年５月９日（火曜日）　２１：４０～２３：４０　
場所：クラブ喜桃（旧 和光 )

※二次会の出欠につきましてはメールにてお願いします。

 企業訪問のご案内第５１年度

5 月例会の講師としてお招きしている山田社長率いる未来工業株式会社様の新工場を見学させて頂けることになりました。

日時：平成２９年 6月１５日（木曜日）　
場所：未来工業株式会社　垂井新工場
会費：無料 ※詳細につきましては次号にて。

大垣市本町 1丁目７１　中広ビル１階
電話：０５８４‐７８‐７８６６



第５１年度 研修旅行

研修行程
岐阜羽島→広島駅
（京都駅にて乗り換え）

日程 6月 9 日（金）～ 10 日（土）

呉・てつのくじら館・大和ミュージアム

＜てつのくじら館＞海上自衛隊呉資料館
実物の潜水艦に乗艦し、
その内部を見て、体感する貴重な体験ができる史料館

＜大和ミュージアム＞
戦艦「大和」を建造した軍港のまちであり
世界最大のタンカーを数多く製造して栄える
呉の歴史と造船や製鋼等の科学技術を紹介した
博物館

㈱ＩＨＩ（視察・研修・工場見学）

グランドプリンスホテル広島にて宿泊

＜グランドプリンスホテル広島＞
2016 年Ｇ７外相会議会場であり世界中から広島を訪れる観光客をもてなす
広島を代表するホテルです。

夕食は料亭 久里川にて

椿庵（ちりめん 飯の昼食 )

６月９日（金）

＜㈱ＩＨＩ呉第二工場＞ジャパンマリンユナイテッド
昭和初期に戦艦「大和」など多くの戦艦を建造した造船所であ
り現在では大型タンカーなどを建造・修理を手掛ける建造ドッ
クが見学できます。
大和のふるさとには今も建造ドックの大屋根の骨組みが当時の
まま残されています。



とき：平成２９年度 6月 9日（金）・１０日（土）
参加費（予価）　 ：　正会員　￥65,000.-

　特別会員　￥75,000.-
※参加人数等により、参加費が変動致します。

広島駅→岐阜羽島駅
（京都駅にて乗り換え）

第５１年度 研修旅行 日程 6月 9 日（金）～ 10 日（土）

研修行程

６月 10日（土）

グランドプリンスホテル広島

到着時間　１９：１１（予定）

厳島神社（参拝）

錦水館（名物穴子めし）

広島平和記念公園（平和資料館・原爆ドーム）

宮島観光桟橋

宮島観光桟橋

＜厳島神社＞

全国に約 500 社ある厳島神社の総本社である

「安芸の宮島」とも呼ばれ日本三景の 1つに数えられている。
平家からの信仰で有名で、
平清盛により現在の海上に立つ大規模な社殿が整えられた。

ユネスコの世界文化遺産に「厳島神社」として登録されている。

＜原爆ドーム＞
原爆ドームの名で知られる広島平和記念碑（被ばく建造物）
原爆投下当時は広島県産業奨励館と呼ばれていた。
ユネスコの世界遺産（文化遺産）に登録されており

「二度と同じような悲劇が起こらないように」との戒めや願いをこめて、
負の世界遺産と呼ばれている。

ホテル前より直接船に搭乗し
宮島へ向けて出発します。


