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Think global, Act local.

〜私達の産み出すものが

題／「イビデンの歴史と経営のＤＮＡ」
師／ イビデン株式会社 取締役専務執行役員
平林 佳郎 先生
と き／平成２０年１０月９日（木） ところ／大垣フォーラムホテル
出席者／会員３７名

世界を変える〜

演
講

金生の間

挨拶をする三輪会長

イビデンの長い歴史や経営に関して語る平林先生

「イビデンのＤＮＡ」

「講演を聴いて」

寺倉 毅
国内外で広く事業展開され又、地元大
垣を拠点に海外で事業展開・事業変還の
イビデンでご活躍される平林先生のご講
演は大変興味深いものでした。
合宿を利用しての事業運営では「全員参加そして情報
の共有をしあい、お客様の満足を得る・評価をいただけ
る商品づくりを徹底するのが重要である」という社員の
意識や想いの統一感が、イビデンを世界の企業に成長さ
せたものだと考えさせられました。
また先生が何度も言われた「給料はお客様からいただ
いている」というのは、すごく当たり前の事ですが、日々
意識しながら仕事をするのが最も重要な事だとあらため
て感じました。
平林先生、本日は貴重な講演ありがとうございました。

説田

洋機

イビデン株式会社、大垣では誰でも名前を
知っている大企業です。
１９１２年１１月２５日 大正元年に設立
され、現在９５年の歴史がある。その歴史に
裏づけされたＤＮＡがイビデンにはありまし
た。講演を聴いていると、出てくる取引先の名前が、世界的に
有名なメーカーばかりで、自分が思っていたイビデンのイメー
ジをはるかに越えていました。
海外展開もフィリピンからはじまり、現在はハンガリーでも
事業を確立しています。フィリピンでは既存の工場を買収し、
その後、北京、フランスと続き、ハンガリーでは土地探しから
すべて自社で行うという事業推進。
取り扱い製品も、大正時代には肥料を作っていたのが、ＩＣ
パッケージ、プリント配線盤、ＤＰＦ（ディーゼルエンジンの
すすを除去）など、多品種に及んでいます。なぜ、これほどの
大企業が柔軟に時代にあった事業展開が出来るのか、長い歴史
の中で、大変な時も多々あったと思います。
毎月１回の全事業部門が集まる会議、そこで話し合われる、
事業の継続、発展について、その光景が目に浮かびました。平
林先生の話の仕方は、イビデンに対して、まさに人生そのもの
のような話し方をされたと思ったら、何か他人行儀な言い回し
をされたり、大企業のイメージとは違った、人間くさい話方で、
会社に対する愛情に満ち溢れていました。
先生の話し方に、イビデンのＤＮＡがたくさんありました。
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さる 10 月 2 日、寿司会席「たつみ」にて、
「ニューメンバースクール」が開
催されました。当日は鹿野正雄特別会員をお招きして、大垣青年重役会の理念
などを学び、大変有意義な時間となりました。

○と き…平成 20 年 10 月 2 日（木）
○ところ…寿司会席「たつみ」
○出席者…23 名(新入会員 4 名 特別会員 1 名)
第 28 年度 鹿野 正雄会長
ご自身の経験をもとに重役会に対する
思いを語っていただきました

――歴代会長から自身の経験や会員としての心構えなどを語っていただきました――

第 37 年度 豊田 典義会長
乾杯の挨拶の前に会長を引き
受けたときの話をされました。

第 40 年度 大角 勇雄会長
会の伝統について
話されました

第 38 年度 増田 典晃会長
仕事とＯＪＢの関係について
話されました

第 39 年度 日比 敏晴会長
ご自身がニューメンバーだった
ときの事を話されました。

第 41 年度 藤井 重雄会長
頼まれごとをしたときの
対応について話されました

第 42 年度 渡部 弘幸会長
ＯＪＢの役員について
話されました。

● 第４３年度新入会員自己紹介
ＯＪＢに入会して意気込みなどを語っていただきました

高山潔香会員

中村和隆会員

近沢正会員
（２）

前田将志会員
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「郷土力を培う

〜地域環境から地球環境へ〜」

第１回：西美濃大垣の環境特性とは？なぜ守るのか？
さる１０月１６日、岐阜経済大学にて「第２回
研修委員会」が開催されました。
今年度の研修委員会では「郷土力を培う 〜地
域環境から地球環境へ〜」というテーマのもと
３回シリーズで行われます。
その第１回として、西美濃大垣の生物環境や
ハリヨの生態の話などから最近の大垣の環境
等の話をしていただきました。

トゲウオの生態や環境について語る森先生
○
○
○
○

と き…平成 20 年 10 月 16 日
ところ…岐阜経済大学 6 号館 1 階
講 師…岐阜経済大学 経済学部教授
森 誠一 先生
出席者…30 名

真剣に話を聴く会員のみなさん

さる 10 月 21 日、関ヶ原カントリークラブにおいて
「第 8 回土屋杯ゴルフコンペ」を開催しました。当日
は天気にも恵まれ、絶好のコンディションでプレーを
楽しむことが出来ました。

○
○
○

と き…平成 20 年 10 月 21 日
ところ…関ヶ原カントリークラブ
参加者…31 名
会長、副会長による始球式

優勝

2位

安田佑次会員

3位

9位

会長賞
川瀬知哉会員

10 位

寺倉毅会員

土屋顧問にもプレーから
ご参加いただきました

4位

顧問賞
北野英樹会員

15 位

特別会員賞
山口猛会員

田口明会員

(3)

カントリー賞
三輪俊明会員

5位

顧問賞
藤井重雄会員
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◎とき ・・・１０月２日（木）
◎ところ・・・クラブ天上
◎出席者・・・２１名

◎とき ・・・１０月９日（木）
◎ところ・・・タンバリン
◎出席者・・・２４名

引き続き鹿野特別会員にもご参加いただき、新入
会員を交えて懇親を深めました。

10 月例会を終えてともに語り合う会員

委員会活動

１０月ドネーション

●第１回講師を囲む会（親睦委員会）
とき ・・・11 月 10 日(月）21:30〜
ところ・・・ドアーズ
大垣市高屋町 4-46
イレブンビル 5Ｆ
0584-75-5813
会費 ・・・4,000 円

●渡部 弘幸 会員
次男篤典がサッカーU11 イビコンカップにて、優
秀賞をいただきました。前日に寺倉会員にアドバ
イスいただいたおかげです。ありがとうございし
ました。
●羽田 義慎人

〜大合同忘年会〜

会員

長男が JOC（ジュニアオリンピックカップ）全日
本卓球選手権で西濃大会優勝、県大会 2 位で予選
通過、全国大会 in 宮崎に出場します。

とき ・・・12 月 13 日（土）
ところ・・・駅前天近
大垣市粟屋町 39
0584-81-3260
会費 ・・・8,000 円

●大橋 誠治 会員
9 月 19 日、岐阜新聞ぎふ経済の近況の欄に掲載さ
れました。ありがとうございました。

今年は合同忘年会に特別会員の先輩方
にもご参加いただき、「大合同忘年会」
として開催いたします。
皆さんぜひご参加ください。

●三輪 俊明 会長
10 月例会を無事終える事ができました。
ありがとうございました。

※当日飲酒をされる方は、お車でのご来場
はくれぐれもお控えください。

広報委員会からのお知らせ
ＯＪＢ４３年度ブログ”緑ログ”こっそり
カキコミ中！
〜詳細は 11 月初旬発行の
メルマガ第１号にてお知らせします。

●大合同忘年会二次会
とき ・・・12 月 13 日(土)21：30〜
ところ・・・クラブ天上
大垣市東外側町 1-23
0584-74-9167
会費 ・・・4,000 円

(４)

