
～第４６年度２月法人化記念講演～

一般社団法人代表理事所信演説

第４６年度スローガン　公の心を持ち、私業の本分を尽くそう！
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　　◆第四十六年度二月特別総会議事◆
一、第四十六年度上期決算及び監査報告の件
一、第四十六年度下期予算案の件
一、その他

議長の羽田第４４年度会長議長の羽田第４４年度会長

2月 2日の法人化に伴い、2月 2日の法人化に伴い、
決算報告及び、下期の予算案が決算報告及び、下期の予算案が
採決されました。採決されました。

議長の羽田第４４年度会長

今回より、拍手での採決ではなく、賛成者挙手との形に今回より、拍手での採決ではなく、賛成者挙手との形に
なっております。なっております。
又、委任状は代理人の選出 /記入が必要になります。又、委任状は代理人の選出 /記入が必要になります。

今回より、拍手での採決ではなく、賛成者挙手との形に
なっております。
又、委任状は代理人の選出 /記入が必要になります。

2月 2日の法人化に伴い、
決算報告及び、下期の予算案が
採決されました。

・大垣市が恵まれた町だと思いました。子育て日本一、・大垣市が恵まれた町だと思いました。子育て日本一、
　病院費用がかからない上、保育園が充実している。　病院費用がかからない上、保育園が充実している。
あとは、不況時に対応できる産業、雇用をどうすあとは、不況時に対応できる産業、雇用をどうするか
・行政、税制の事など名古屋、大阪の例など、デレビ・行政、税制の事など名古屋、大阪の例など、デレビ
　で出てくる流れとは、別の市長同士、今までの流れ　で出てくる流れとは、別の市長同士、今までの流れ
　で、市、自治体の考えがあるのだと、分かった。　で、市、自治体の考えがあるのだと、分かった。
・大垣が産業都市であることを再認識しました。また、・大垣が産業都市であることを再認識しました。また、
　多くの課題を抱えながら、市政策を進めている市長　多くの課題を抱えながら、市政策を進めている市長
　に同じ経営者の姿を見えた気がしました。　に同じ経営者の姿を見えた気がしました。
・子育て日本一の町作りには、大変お世話になってい・子育て日本一の町作りには、大変お世話になってい
　ます。又、たらいの理論は大変勉強になりました。　ます。又、たらいの理論は大変勉強になりました。
・市政と市民との心の求めているものを融合し、大垣・市政と市民との心の求めているものを融合し、大垣
　市のパワーになればよいと思いました。　市のパワーになればよいと思いました。
・冒頭よりとても真剣に現在の市政の流れ、計画を語っ・冒頭よりとても真剣に現在の市政の流れ、計画を語っ
　て頂き、非常に良い時間を過ごすことが出来ました。　て頂き、非常に良い時間を過ごすことが出来ました。
　改めて大垣の長所や歴史的に見た有利な面を拝聴す　改めて大垣の長所や歴史的に見た有利な面を拝聴す
　るにつれ、大垣の土地や市民の考えが中々同じ方向　るにつれ、大垣の土地や市民の考えが中々同じ方向
　に向くことが難しいと感じました。　に向くことが難しいと感じました。
・色々な産業があるから、どんな時代にも対応できる。・色々な産業があるから、どんな時代にも対応できる。
　時代の変化に企業もどんどん変化して対応していく　時代の変化に企業もどんどん変化して対応していく
　ことが大切。　ことが大切。
・「たらいの水の理論」にあるように、まずお客様を儲・「たらいの水の理論」にあるように、まずお客様を儲
　けさせれば、倍になって返ってくる。公の心を持っ　けさせれば、倍になって返ってくる。公の心を持っ
　て自社の関連する活動をすると、自社の利益にまた　て自社の関連する活動をすると、自社の利益にまた
　戻ってくる。　戻ってくる。

・大垣市が恵まれた町だと思いました。子育て日本一、
　病院費用がかからない上、保育園が充実している。
あとは、不況時に対応できる産業、雇用をどうするか
・行政、税制の事など名古屋、大阪の例など、テレビ
　で出てくる流れとは、別の市長同士、今までの流れ
　で、市、自治体の考えがあるのだと、分かった。
・大垣が産業都市であることを再認識しました。また、
　多くの課題を抱えながら、市政策を進めている市長
　に同じ経営者の姿を見えた気がしました。
・子育て日本一の町作りには、大変お世話になってい
　ます。又、たらいの理論は大変勉強になりました。
・市政と市民との心の求めているものを融合し、大垣
　市のパワーになればよいと思いました。
・冒頭よりとても真剣に現在の市政の流れ、計画を語っ
　て頂き、非常に良い時間を過ごすことが出来ました。
　改めて大垣の長所や歴史的に見た有利な面を拝聴す
　るにつれ、大垣の土地や市民の考えが中々同じ方向
　に向くことが難しいと感じました。
・色々な産業があるから、どんな時代にも対応できる。
　時代の変化に企業もどんどん変化して対応していく
　ことが大切。
・「たらいの水の理論」にあるように、まずお客様を儲
　けさせれば、倍になって返ってくる。公の心を持っ
　て自社の関連する活動をすると、自社の利益にまた
　戻ってくる。

・政治のシステムとしての道州制はよいことばかりに・政治のシステムとしての道州制はよいことばかりに
　思っていたが、どうやらそうばかりとは言えないこ　思っていたが、どうやらそうばかりとは言えないこ
　とが、分かった。勉強になりました。　とが、分かった。勉強になりました。
・子育て支援が岐阜県内で、大垣がＮｏ１なのには驚・子育て支援が岐阜県内で、大垣がＮｏ１なのには驚
　きました。環境になれてしまい、当たり前だと思っ　きました。環境になれてしまい、当たり前だと思っ
　て気が付きませんでした。　て気が付きませんでした。
・時代の変化に上手く対応してきた、大垣の歴史を再・時代の変化に上手く対応してきた、大垣の歴史を再
　発見することができました。大切なのは「今」だと　発見することができました。大切なのは「今」だと
　実感しました。　実感しました。
・大垣市は、子育て支援や福祉の充実が岐阜県内一位・大垣市は、子育て支援や福祉の充実が岐阜県内一位
　とのこと。今よりもっと子作り支援を充実していた　とのこと。今よりもっと子作り支援を充実していた
　だいて、出生率も県内一位へ　だいて、出生率も県内一位へ
・市長の大垣に対する熱い思いが聞けてよかった。・市長の大垣に対する熱い思いが聞けてよかった。
・産業都市として、観光文化都市としてバランスのと・産業都市として、観光文化都市としてバランスのと
　れた大垣に住めて幸せであると感じました。今後は　れた大垣に住めて幸せであると感じました。今後は
　私たちが大垣になにが出来るかを考えていきたい。　私たちが大垣になにが出来るかを考えていきたい。
・東京都は豊かになるようにできている。・東京都は豊かになるようにできている。
・大垣市長のお話しを拝聴しまして、大垣市民の私は、・大垣市長のお話しを拝聴しまして、大垣市民の私は、
　なんと恵まれた環境のなかで、生活している事を改　なんと恵まれた環境のなかで、生活している事を改
　めて気が付きました。そしてこれからも発展してい　めて気が付きました。そしてこれからも発展してい
　く希望の町であることを実感しました。　く希望の町であることを実感しました。
・今年度は、業績悪く社会貢献できず申し訳ありませ・今年度は、業績悪く社会貢献できず申し訳ありませ
　ん。来年は必ず伸ばします。　ん。来年は必ず伸ばします。
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　だいて、出生率も県内一位へ
・市長の大垣に対する熱い思いが聞けてよかった。
・産業都市として、観光文化都市としてバランスのと
　れた大垣に住めて幸せであると感じました。今後は
　私たちが大垣になにが出来るかを考えていきたい。
・東京都は豊かになるようにできている。
・大垣市長のお話しを拝聴しまして、大垣市民の私は、
　なんと恵まれた環境のなかで、生活している事を改
　めて気が付きました。そしてこれからも発展してい
　く希望の町であることを実感しました。
・今年度は、業績悪く社会貢献できず申し訳ありませ
　ん。来年は必ず伸ばします。
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Q1 Q1 まずはじめに会社のご紹介をお願いいたします。まずはじめに会社のご紹介をお願いいたします。
　　　　私どもの会社は材料（板紙）を仕入れて、印刷・製函をしてい私どもの会社は材料（板紙）を仕入れて、印刷・製函をしてい
　　るボックスメーカーです。どんなお客様のニーズに合わせてオー　　るボックスメーカーです。どんなお客様のニーズに合わせてオー
　　ダーメードが可能です。　　ダーメードが可能です。
　　　10 年ほど前から小ロット多品種に取り組み始め、5 年前の加　　　10 年ほど前から小ロット多品種に取り組み始め、5 年前の加
　　工機械更新の際にコンパクトなレイアウトに変更し少人数での　　工機械更新の際にコンパクトなレイアウトに変更し少人数での
　　加工に取り組み始めました。今では製紙メーカーさんが、少人　　加工に取り組み始めました。今では製紙メーカーさんが、少人
　　数での加工数の多さに驚いて帰っていきます。　　数での加工数の多さに驚いて帰っていきます。
　　機械化による省力化から省人化そして単能工からの多能工化の　　機械化による省力化から省人化そして単能工からの多能工化の
　　人材育成。トヨタ方式に習い、改革を進めてきました。従業員もボーっとする時間が無く　　人材育成。トヨタ方式に習い、改革を進めてきました。従業員もボーっとする時間が無く
　　なり集中することで、　　怪我や事故も少なくなりました。　　なり集中することで、　　怪我や事故も少なくなりました。

Q2　入会当時（第 27 年度）の雰囲気はいかがでしたか？Q2　入会当時（第 27 年度）の雰囲気はいかがでしたか？
　　　　　　　　　　現在との違いなどありましたら教えてください。　　　　　　　　　　現在との違いなどありましたら教えてください。
　　　　27 年度はバブルが弾けてすぐの時代でした。会員も団塊世代のかたが多く、今よりも27 年度はバブルが弾けてすぐの時代でした。会員も団塊世代のかたが多く、今よりも
　　ピリピリしてました。仕事も遊びも一生懸命って感じでしたね。例会時も仕事や趣味の　　ピリピリしてました。仕事も遊びも一生懸命って感じでしたね。例会時も仕事や趣味の
　　話が飛び交ってましたし、話の内容が今よりももっと濃かったと言いますか熱かったで　　話が飛び交ってましたし、話の内容が今よりももっと濃かったと言いますか熱かったで
　　すね。仕事の内容や自慢もありましたけど、考え方とか方針、進め方とか、とにかく変　　すね。仕事の内容や自慢もありましたけど、考え方とか方針、進め方とか、とにかく変
　　革の時代でしたから、みなさん今よりももっと熱心に意見交換してたと思います。　　革の時代でしたから、みなさん今よりももっと熱心に意見交換してたと思います。
　　よく言われたのが「増田君！もっとアクを出さなあかん！」ですね。仲間同士なんだから　　よく言われたのが「増田君！もっとアクを出さなあかん！」ですね。仲間同士なんだから
　　腹の中を見してアピールしてくれないと、君がどんな人間かわかんないよってことです。　　腹の中を見してアピールしてくれないと、君がどんな人間かわかんないよってことです。
　　当時はアナログな時代、メールや電話じゃなくて、会って話すのが主流。喫茶店や飲み屋など色々なところで　　当時はアナログな時代、メールや電話じゃなくて、会って話すのが主流。喫茶店や飲み屋など色々なところで
　　話すんですが、やはり顔と顔を合わせて話す事で親近感がより湧いてより親しくなれると今でも思います。　　話すんですが、やはり顔と顔を合わせて話す事で親近感がより湧いてより親しくなれると今でも思います。

Q3　役員や執行部または会長時代の思い出に残っている事はなんですか？Q3　役員や執行部または会長時代の思い出に残っている事はなんですか？
　　一番思い出に残っている事は第３５年度川瀬会長の下、幹事長をやった時です。　　一番思い出に残っている事は第３５年度川瀬会長の下、幹事長をやった時です。
　　会長から「実は、IT 化したいんだ。」といわれまして・・・当時　　会長から「実は、IT 化したいんだ。」といわれまして・・・当時
　　役員執行部で PC を持っている人が数人しかいない時代。ま　　役員執行部で PC を持っている人が数人しかいない時代。ま
　　ずみんなに PC を買わせる所から始まりました。研修委員会　　ずみんなに PC を買わせる所から始まりました。研修委員会
　　で PC 教室（Word&Excel) を開催したり役員会の役員の紹　　で PC 教室（Word&Excel) を開催したり役員会の役員の紹
　　介や年間スケジュールをパワーポイントで説明したり、出　　介や年間スケジュールをパワーポイントで説明したり、出
　　席確認をメールでしたり。サンメッセへの全面委託で作っ　　席確認をメールでしたり。サンメッセへの全面委託で作っ
　　てもらっていた OJB ひろばを校正まで自分たちでやり始め　　てもらっていた OJB ひろばを校正まで自分たちでやり始め
　　たり。何より一番大変だったのが役員会資料の作成です。初　　たり。何より一番大変だったのが役員会資料の作成です。初
　　めの方は FAX で来る手書きの役員会資料を全部 Word に打ち　　めの方は FAX で来る手書きの役員会資料を全部 Word に打ち
　　直してました。私も日中は本業の現場で仕事してましたか　　　直してました。私も日中は本業の現場で仕事してましたか　
　　ら、夜しか出来なくて、結局睡眠時間が２時間とかよく　　ら、夜しか出来なくて、結局睡眠時間が２時間とかよく
　　ありました。後半に行くにつれて役員会資料がメー　　ありました。後半に行くにつれて役員会資料がメー
　　ルで届くようになりましたけど、本当に大変で　　ルで届くようになりましたけど、本当に大変で
　　した。特に執行部役員の皆さんには感謝して　　した。特に執行部役員の皆さんには感謝して
　　います。彼らの協力が無かったら無理だった　　います。彼らの協力が無かったら無理だった
　　かもしれません。　　かもしれません。
　　大変でしたが、３５年度から資料がデータで　　大変でしたが、３５年度から資料がデータで
　　残せるようになったり、取り組んだ事の効果　　残せるようになったり、取り組んだ事の効果
　　がはっきりわかりますしやりがいがあったと　　がはっきりわかりますしやりがいがあったと
　　思います。大垣青年重役会は研修の会ですか　　思います。大垣青年重役会は研修の会ですか
　　ら、いろんな新しい事に取り組むバイタリ　　　ら、いろんな新しい事に取り組むバイタリ　
　　ティは大切にしてほしいです。　　ティは大切にしてほしいです。

Q1 まずはじめに会社のご紹介をお願いいたします。
　　私どもの会社は材料（板紙）を仕入れて、印刷・製函をしてい
　　るボックスメーカーです。どんなお客様のニーズに合わせてオー
　　ダーメードが可能です。
　　　10 年ほど前から小ロット多品種に取り組み始め、5 年前の加
　　工機械更新の際にコンパクトなレイアウトに変更し少人数での
　　加工に取り組み始めました。今では製紙メーカーさんが、少人
　　数での加工数の多さに驚いて帰っていきます。
　　機械化による省力化から省人化そして単能工からの多能工化の
　　人材育成。トヨタ方式に習い改革を進めてきました。従業員もボーっとする時間が無く
　　なり集中することで、怪我や事故も少なくなりました。

Q2　入会当時（第 27 年度）の雰囲気はいかがでしたか？
　　　　　　　　　　現在との違いなどありましたら教えてください。
　　27 年度はバブルが弾けてすぐの時代でした。会員も団塊世代のかたが多く、今よりも
　　ピリピリしてました。仕事も遊びも一生懸命って感じでしたね。例会時も仕事や趣味の
　　話が飛び交ってましたし、話の内容が今よりももっと濃かったと言いますか熱かったで
　　すね。仕事の内容や自慢もありましたけど、考え方とか方針、進め方とか、とにかく変
　　革の時代でしたから、みなさん今よりももっと熱心に意見交換してたと思います。
　　よく言われたのが「増田君！もっとアクを出さなあかん！」ですね。仲間同士なんだから
　　腹の中を見してアピールしてくれないと、君がどんな人間かわかんないよってことです。
　　当時はアナログな時代、メールや電話じゃなくて、会って話すのが主流。喫茶店や飲み屋など色々なところで
　　話すんですが、やはり顔と顔を合わせて話す事で親近感がより湧いてより親しくなれると今でも思います。

Q3　役員や執行部または会長時代の思い出に残っている事はなんですか？
　　一番思い出に残っている事は第３５年度川瀬会長の下、幹事長をやった時です。
　　会長から「実は、IT 化したいんだ。」といわれまして・・・当時
　　役員執行部で PC を持っている人が数人しかいない時代。ま
　　ずみんなに PC を買わせる所から始まりました。研修委員会
　　で PC 教室（Word&Excel) を開催したり役員会の役員の紹
　　介や年間スケジュールをパワーポイントで説明したり、出
　　席確認をメールでしたり。サンメッセへの全面委託で作っ
　　てもらっていた OJB ひろばを校正まで自分たちでやり始め
　　たり。何より一番大変だったのが役員会資料の作成です。初
　　めの方は FAX で来る手書きの役員会資料を全部 Word に打ち
　　直してました。私も日中は本業の現場で仕事してましたか　
　　ら、夜しか出来なくて、結局睡眠時間が２時間とかよく
　　ありました。後半に行くにつれて役員会資料がメー
　　ルで届くようになりましたけど、本当に大変で
　　した。特に執行部役員の皆さんには感謝して
　　います。彼らの協力が無かったら無理だった
　　かもしれません。
　　大変でしたが、３５年度から資料がデータで
　　残せるようになったり、取り組んだ事の効果
　　がはっきりわかりますしやりがいがあったと
　　思います。大垣青年重役会は研修の会ですか
　　ら、いろんな新しい事に取り組むバイタリ　
　　ティは大切にしてほしいです。

お忙しいところありがとうございました。お忙しいところありがとうございました。お忙しいところありがとうございました。

◆増田紙器株式会社◆
大垣市草道島町字南出口 499

TEL　0584-71-4520
FAX　0584-71-2084

会社情報

（３）

第 38 年度会長　増田　典晃会員
                                      の会社にお邪魔してきました。



●第２回新入会員情報交換会 ( 会員親睦委員会 )

●第３回研修委員会 ( 研修委員会 )

※研修にふさわしい服装でお願いします。

●第２回ゴルフ練習会 ( 会員親睦委員会 )

●小川杯ゴルフコンペ ( 会員親睦委員会 )

原田幸子会員　２月 28 日　長屋是通会員　３月 17 日
永田康仁会員　３月 18 日　渡部弘幸会員　３月 20 日
上田光覚会員　３月 20 日　平野宏司会員　３月 21 日

～おめでとうございます～

●大平晃嗣会員　

●田端隆会員

●松田俊治会員

●土屋光晴会員

●鳥居清会員

●羽田義慎人会員

●長期計画委員会

●松本正平会員

●例会の食事について●
３月例会も引き続き食事会場への入場を１８時５０分までとし、
１８時５５分には例会会場へ入っていただくよう徹底いたします。
ご理解とご協力をお願い致します。

大平晃嗣会員の第２子
大平崇瑚 ( しゅうご ) くん
が２月６日
ご誕生なさいました。
おめでとうございます。

冬季例会「越前かにづくし満喫ツアー」冬季例会「越前かにづくし満喫ツアー」冬季例会「越前かにづくし満喫ツアー」

第 44年度から法人化を目指して長期計画委員
会の活動の甲斐あって法人化となりました。
第 44 年度委員長大橋誠治会員を初めとした
法人化にご活躍された会員よりスピーチを頂
きました。そして、法人化した後、「何をする
かで本当の価値が決まる。ここからがスタート
です。」と今後の抱負や課題など熱い思い
を語っていただきました。

（４）
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