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演題

廃業か存続かの選択に迫られた状況から、
ご苦労を重ね、
『エアーかおる』
を誕生にいたったお話を拝聴する事ができました。常に夢を持って挑戦し、

『 地獄という宝 』

更なる努力をされ続けてみえる浅野雅己先生のお話を肌で感じじした。
更なる努力をされ続けてみえる浅野雅己先生のお話を肌で感じました。

◎講

吉田大助会長挨拶

師

講師紹介をする

浅野撚糸株式会社 ◎と き 平成２６年１０月９日(木)
代表取締役社長
◎ところ 大垣フォーラムホテル
浅野 雅己 先生
◎出席者 ４２ 名
( 正会員４１名

渡部弘幸歴代

『乗り越えてこそ宝』

『こだわり続けることが大事』
江森

特別会員１名）

正

松下

会社を存続し続けることは非常に難しく厳しい事を実感させ

元嘉

大義とは・・人間として踏み行うべき最も大切な道。
（人として守るべき道）
まずは経営者である前に、人として何を優先するのか、何を守
るのか、人間の根っこの部分を問われたように思います。成功者
になろうとせず価値のある人間になることが、夢への近道だと感
じました。もし自分だったらどうしているだろうか！？と思いな
がら聴講させていただきました。ブレない目標を持ち続ける事の
大切さ、努力し続ける行動力、相手への思いやり、すべてが日々
の成長へと繋がっていると感じました。
｢運｣が良かったとおっ
しゃっていましたが、その｢運｣はその方に魅力があったからこそ
ですし、自信を持てる商品を作れたからだと思います。また、積
み重ねてこられた｢徳｣の多さもあるのかと感じました。浅野先生
が過ごした地獄の日々と比べると、私はまだまだ恵まれています
し、甘えている所が多々あると痛感しました。また、この先何を
実行して行けば自分へのプラスになるのかと、ヒントと勇気をい
ただきました。
地獄のまま諦めればただの｢地獄｣、乗り越えてこそ｢宝｣。私な
りに小さな宝を集め、次世代へ継承する大義にしたいと思います。
貴重なご講演誠に感謝しております。

られました。景気が悪くなり、下請け仕事だけでは会社も倒産
寸前というところまでおいこまれ、従業員、協力外注のリスト
ラをし、自分自身も精神的に追い込まれ、地獄の７年という日々
を過ごされたのは、大変辛かったと思います。
しかし諦めることなく、開発を続け「オンリーワン商品を作
る」というこだわりを持ち続けた成果が今、エアーかおるとし
てヒットしているのだと思います。
浅野先生は運もあったからとおっしゃっていましたが、やは
りこだわり続け、諦めなかった事が、いろんな人との繋がりを
作り、成功へと繋がっていき幸運を勝ち取ったのではないかと
思います。
これからの自分もこだわりを持ち続け、簡単には諦めない気
持ちを持ち、日々努力していきたいと思います。
浅野先生、大変貴重な体験談をご講演いただきありがとうござ
いました。
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講師を囲む会
例会に引き続き浅野先生にもご参加いただき
例会中にお話できなかったことなどをお聞きする
ことができました。

と
き：１０月９日（木）２１:３０〜２３：３０
場
所： 奏音（カノン）
参加人数：２９名（正会員２７名・特別会員 1 名）

田端隆会員の
締めの挨拶

乾杯の挨拶をする
三輪俊明特別会員

新入会員紹介
■入会にあたって

松下 元嘉

はじめまして。有限会社松下製餡所の松下元嘉と申します。有限会社松下製餡所は祖父の代か
ら続いており私で３代目です。３代目のプレッシャーを感じつつ、試行錯誤の日々を過ごして
おります。主な仕事内容は、粒あん、こしあん、白あんなど、地域密着型の「あん」製造販売
を行っております。これから先、少子化が進み胃袋が少なくなるのは間違いありません。常にア
ンテナを張り、視野を広げ、時代に合ったニーズに対応していけるように、とことこまっすぐ少しずつでも前進
し、自分なりに考えていかなくてはと思っています。
父の時からのご縁で大垣青年重役会に入会させていただくことになりました。先輩方が築いてこられた歴史と
伝統を大切にし、大垣青年重役会の名に恥じぬよう努力していきたいと思います。また、会には積極的に参加し、沢
山の方と親睦を深めていきたいと思っています。そしてこれからの人生へのレベルアップに繋げていきます。
まだまだ未熟者ですので、いろいろご指導下さい。

■入会にあたって

牧村 英治

大垣青年重役会の皆様、初めまして。大垣市禾森町にて、和菜台所がぶやという飲食店を経営してお
ります牧村英治と申します。出身は池田町ですが、住居は大垣市鶴見町です。私は２３歳の時に脱サラ
いたしまして、それ以降ずっと飲食店を経営しております。現在は地産地消とおもてなしをモットーに
取り組んで、大垣市の活性化に繋がればと思い仕事に励んでいます。しかし近年はアベノミクスや消費税増税などで、
他業種は経済成長しておりますが、外食産業などサービス業は低迷しております。この度大垣青年重役会のＯＢの方や
先輩友人の後押しもあり、入会させていただきました。皆様と交流、研修会などで多くのことを学ばせていただきます。
これから宜しくお願い致します。

■入会にあたって

林 尚路

皆様、はじめまして。鈴木栄光堂の林尚路と申します。大垣の地に創業し１３０余年、菓子製造／輸
出入、企画・卸売を営んでおります。第２創業初期にあたる２００５年度１０月に入社し現在１０年目
です。歴史・伝統を重んじながらも常に新しい製商品の創出に励んでおります。
１０年前までパックマンやゼビウスなどのゲームメーカー㈱ナムコで「遊び」を追求していました。ただ遊んでいた
わけではありません・・・。当時の経営理念であった、
孔子の「知る者は好む者に如かず、好む者は楽しむ者に如かず」
という格言は現在の私の経営に対する心構えであり心支えとなっています。知識を深め、大垣青年重役会での活動その
ものを楽しめるようになることが現在の目標です。ご指導よろしくお願いいたします。

■入会にあたって

渡邊 雅大

大垣青年重役会の先輩の皆様、初めまして、大垣市を中心に呉服販売をしております、有限会社いとは
なの渡邊雅大と申します。
昨今、ますます「着物」離れが進んでおり、結婚式などの冠婚葬祭でも「着物」を見られる機会が減
っております。その厳しい状況の中で当店では日本の伝統文化でもある「着物」を後世まで引き継ぐことをミッション
とし、日々精進しております。
大垣青年重役会に入会し、異業種間での情報交換や様々な知識を吸収できる機会をいただけた事に感謝しております。
まだまだ若輩者の私ですが、先輩の方々との交流や研修会などで多くを学ばせいただくことにより、自身も成長
し、さらには会社の成長にもつなげていけるよう自身を磨いていきたいと考えております。
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と
き：９月２６日（金）１９:００〜１９：５５
場
所： 奥の細道むすびの地記念館
参加人数：３０名

ニューメンバースクール

例年とは趣向を変えて会議室を利用して「OJBを楽しむための正解のない49の問い。」
を元に3人によるディスカッション形式で行われました。

司会をする
上野和幸会員
挨拶をする
吉田大助会長

特別会員を紹介する
清水裕雅会員

栗田和幸特別会員

第３９年度歴代会長
日比敏晴会員

藤井重雄特別会員

第４２年度歴代会長
渡部弘幸会員

ニューメンバースクール懇親会
場

所： 玉子屋 本店

大角勇雄特別会員

第４４年度歴代会長
羽田義慎人会員

第４５年度歴代会長
平野宏司会員

第４６年度歴代会長
松本正平会員

第４７年度歴代会長
浅野信哉会員

■歴代会長の皆様からOJBについてお話をいただきました。

参加人数：２８名
ディスカッション終了後、玉子屋本店へ移動し、
食事をしながら新入会員との懇親が深まりました。

■新入会員の自己紹介

直前会長 長屋是通会員 副会長 北野英樹会員
乾杯の挨拶
締めの挨拶

稲尾大介新入会員

澁谷和明新入会員

清水琢磨新入会員

渡邊雅大新入会員

松下 元嘉新入会員

奥の細道記念館にて
林尚路新入会員

牧村英治新入会員の
自己紹介を代読する
上野和幸会員

ニューメンバースクール２次会
場
所： スリーキャッツ
参加人数： ２５ 名

乾杯の挨拶を
する所研二会員

締めの挨拶をする 特別会員と新入会員との
寸田敬介会員
親睦がますます深まりました。
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第２回研修員会
事業承継の考え方や M＆A の活用法について拝聴する事が
できました。
また、今後関わる相続税についてお話をうかがう事ができ
大変、参考になりました。

と
き ： １０月２０日
（月）
１９：００〜２０：３０
場
所： 奥の細道むすびの地記念館
参加人数： ３１名

『事業承継の考え方、
M＆A の活用法』

会長の挨拶
吉田大助会員

スキラージャパン株式会社
取締役 伊藤 亮太 先 生

高嶋啓一郎会員の
司会の言葉

趣旨説明を
する片桐大介会員

北野英樹会員の
御礼の言葉

非公式ながら、二次会にて先生を囲み、
そりゃもうめちゃくちゃ刺激的なお話を
伺うことができました。
先生ありがとうございました !

今月の

ドネーション

○ 松本正平会員

１０月の元気ハツラツ市に大垣薬剤師会が出席しキッズファーマシーという子供たちに薬の調剤体験をした
様子を中日新聞に取り上げてもらいました。

○ 加納浩二会員

当社が施工した大垣西高校の工事が公共建築住宅課長表彰されました。ありがとうございます。

○ 井納宏自会員

ゴルフでついに念願の１００を切る事が出来ました。

○ 近沢正会員

大垣東中サッカー部の外部コーチとして２年目を迎えました。今年も中学生達にまけないように頑張ります。

○ 会員委員会

ニューメンバースクール無事終える事ができました。ありがとうございました。

○ 吉田大助会長

10 月例会無事終えることが出来ました。ありがとうございます。

おしらせ
◎第１回ボウリング大会 (親睦委員会 )
と き･････１１月１０日
（月）
２１：３０～２３：１５
と こ ろ ･････大垣ボウリングセンター
（大垣フォーラムホテル内）

会

大垣市万石２丁目３１番地
電話 ０５８４－８１－４１７７
費･････ ２，０００円

◎新入会員情報交換会 (会員委員会 )
と き･････１１月２０日
（木）
１９：００～２１：００
と こ ろ ･････旬吟 わのわ
大垣市東町４丁目４７番地１
電話 ０５８４－７３－１５００
会 費･････ ４，０００円

◎合同忘年会
と き･････１２月１７日
（水）１９：００～２１：００
（受付18：45より）
と こ ろ ･････玉子屋別館玉辰楼
大垣市新田町２‐９５
電話 ０５８４－８９－３２２３
会 費･････ ９，０００円
◎合同忘年会２次会
と き･････１２月１７日
（水）２１:３０
と こ ろ ･････スリーキャッツ
大垣市本町１‐９ラビレットビル３F
電話 ０５８４－７４－７３３０
会 費･････ ３，５００円

第４９年度 新春 OJB スクール １月記念講演会が、決定しました !
平成２７年１月１８日
（日） 大垣フォーラムホテルにて 詳細は、次号にてお知らせいたします !
ー４－

