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Think global, Act local.

〜私達の産み出すものが

世界を変える〜

演
講

題／「銀行商品・サービスのあり方」
師／ 大垣共立銀行 業務開発部長
林 敬治 先生
と き／平成２０年１１月１０日（月） ところ／大垣フォーラムホテル
出席者／会員３６名

金生の間

挨拶をする三輪会長

商品開発時のエピソードを語られる林先生

「講演を聴いて」

「企画の将来性」
北野

英樹

大垣共立銀行といえば、次から次
へと新しい（変わった？）商品・サ
ービスを出し続けている銀行という
イメージがありますが、その大垣共
立銀行がどのようにして商品開発を行っているのか、
非常に興味深く聴講できました。開発の手法・コンセ
プトは私たちのようなメーカーにとっては当たり前
のことだったのですが、業種が異なり、法的にもシス
テム的にもかなり制約がある中で、同業者にはないオ
リジナリティーのある商品を開発できるというのは、
何より「お客様目線」が強く徹底されてきたからでは
ないでしょうか。
銀行という業種で誰もが驚くような商品が出せる
なら、私たちのような制約の少ない和菓子屋はもっと
もっとおもしろい商品が出せるんじゃないかと改め
て感じました。
私もより強い思いを持ってお客様に喜ばれる商品
を出していきたいと思います。
林先生、ありがとうございました。

（１）

小川

真人

今回の林先生の講演は開発部の苦悩
や企画の難しさ、大変さが分かり興味
深く聴講させていただきました。
ゼロバンク、サンクスポイント、ＡＴＭのゲーム等
は、先進性を大事にし、常にお客様目線で商品化され
た事で、他の大手都市銀行が追従する結果となった事
は、とても素晴しいです。
一つの商品が出来あがるまでの企画部の苦難は数
知れず、しかし、それらを最終的に時代の先を見据え
決断されるＯＪＢ顧問

土屋頭取はとても素晴しく、

企業の繁栄につながるのだろうと実感しました。
自分自身、常にお客様目線で商品・サービスが提供
できるように心掛け、発想豊に企画が出せるよう、い
ろいろな事に取り組んでいけたらと思います。
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当日の流れ
12 月例会の講師（株）タニサケ 取締役会長 松岡浩先生が世話人
をされている
「岐阜掃除に学ぶ会」http://www.tanisake.co.jp/gifusouzi.htm
に会長と参加してきました。
参加した感想（会員以外も含む）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

まずはストレッチで体の準備

すごい体験でした。自分の壁を越えるいい機会となりました。
まさに！“気づき”を与えてくれました。
2 時間近くトイレ掃除するなんて気が重くなりましたが、やってみると熱
中してしまい、あっという間でした。
時間配分を考える上で、熱中する気持ちをコントロールすることが課題と
感じました。
最初は、汚くて嫌だなと思いましたが、汚れが落ちるのが面白く、がんば
ってやりました。使う人の気持ちになって、綺麗にしました。
洗う順番や段取りがあって、効率を考える大事さに気づきました。
見えない汚れに気づくのに、臭いや、手触り等、五感をフル活用しないと
いけないけれど、触ってツルツル感を感じられた時、とても感動しました。
ストレッチをしただけで、汗が出た。それだけでも、スッキリした気持ち
になりました。
道具の使い方がわかって、面白かった。
一般の方々が、真剣に掃除をされ、またしっかりと感想を述べられたのを
見て、意識の高さに驚いた。

トイレ掃除の仕方の説明をうけて

いざ掃除！
先生自らご指導いただきました

12 月例会
とき・・・・12 月 9 日（火）18：15 受付
ところ・・・岐阜経済大学 食堂棟 3 階
こんなものまで！！

注意事項・・トイレ掃除を行います。多少汚れても良い格好（バッ
チ不要）でご参加ください。長靴と古タオル（掃除用）
をご持参ください。

ブログ投稿方法
第４３年度のブログが本格始動しました。
タイトルは「緑（リョク）ログ〜あなたの投稿が何かを変える」です。

ネタとなる写真を添付して
kouzi-k@octn.jp

緑の顔の３人組「ＧＲＥＥＮＭＡＮ ＧＲＯＵＰ」彼らが、ＯＪＢの行事風景や
面白ネタなど気になったこと、そしてむやみに緑のものをシュールに投稿します。
緑ログ
http://ojb43.at.webry.info/
までメール送信してください。
あ な た に 代 わ り GREENMAN
GROUP が記事を投稿します。
また、文章だけでも結構です。
例えば、素敵な詩など・・

噂の「GREENMAN GROUP」

上の QR コードを携帯で読み取
ればすぐにアクセスできます。

※若干の削除、脚色をする場合があり
ます。その際はご容赦ください。

メルマガや例会でも案内させていただいていますが、みなさんからの記事の投稿やコメントをお待ち
しています。
多くの方に参加していただいて新しいコミュニケーションの場になればと考えています。
たくさんの投稿、コメントをお待ちしています。

(2)
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◎とき ・・・１０月２５日（土）
◎ところ・・・岐阜経済大学 講堂ロビー
１０月２５日、岐阜経
済大学の講堂ロビーに
おいて「第 7 回大垣国際
招待ポスター展」のオー
プニングセレモニーが
開催されました。
多数のご来賓ならび
に関係者が出席され、浅
野幹事長の司会のもと
盛大に執り行なわれま
した。

◎とき ・・・１０月３０日（木）
◎ところ・・・駅前にしき
◎ 出席者・・・１３名

さる、１０月３０日に駅前にしきにおいて
四季の会が催されました。
会場では皆さんが楽しくお酒を酌み交わされていました。

大合同忘年会にてご一緒できるのが楽しみです。（三輪会長）

◎とき ・・・１１月１０日（月）
◎ところ・・・ドアーズ
◎参加者・・・２４名（講師の先生を含む）

例会終了後、林先生にも参加していただいて第1回講師
を囲む会が行われました。先生から独身者の会員に縁談？
の話がもちあがったりと、終始和やかな雰囲気でした。
林先生、参加していただいた会員の皆様、ありがとうご
ざいました。
（親睦委員会）

林先生と名刺交換や講演で聴けなかった事を
聞く会員

(3)
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●藤井重雄 会員
・土屋杯５位になりました。とにかくメッチャ嬉し
いです。
・二男が少年野球で西濃・市大会と優勝しました。

委員会活動
●大合同忘年会
とき ・・・12 月 13 日（土）
ところ・・・駅前天近
大垣市栗屋町 39
0584-81-3260
会費 ・・・8,000 円

●寺倉 毅 会員
土屋杯入賞させて頂きありがとうございます。や
はり、ゴルフは考えてするものですね
●川瀬智哉 会員
土屋杯にて会長賞をいただきました。ありがとう
ございました。

●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

●山口 猛 会員
土屋杯にて特別会員賞を頂きました。
●川合麻美 会員
土屋杯ゴルフコンペで 20 位に入賞しました。頭取
とご一緒させていただき、とても楽しい一日でし
た。ありがとうございました。

１１月ドネーション
●川瀬泰弘 会員
・大垣ケーブルテレビ「得々ナビ」にて紹介してい
ただきました。
・ジャウス 12 月号にて「ティラミス大福」掲載し
ていただきました。ありがとうございます！

●大橋信之 会員・小川真人 会員
土屋杯でドラコン・ニアピン賞をいただきました。
これからも飛ばしていきます。ありがとうござい
ました。

●北野英樹 会員
中日新聞にて秋のお菓子が紹介されました。あり
がとうございます。

●川瀬由香 会員
土屋杯にてなぜかドラコン賞をいただいてしまい
ました。ありがとうございました。不思議な出来
事でした。

●西野英乙 会員
この度、大垣市小泉町に大垣迎賓館セントローザ
をオープン致しました。たった一度？の思い出を
忘れられない式場に致します。

●高橋卓哉 会員
土屋杯にて、馬券総取りしました。ごちそうさま
でした。
●研修委員会
第 2 回研修委員会を皆さんのご協力のもと、無事
終える事ができました。ありがとうございました。
第 3 回研修委員会（2 月予定）も宜しくお願いい
たします。

●説田洋機 会員
中日新聞に新事業が掲載されました。がんばりま
す。

●親睦委員会
第 43 年度土屋杯ゴルフコンペに多数の方々に参
加いただいて無事終える事ができました。ありが
とうございます。

●田口 明 会員
土屋杯ゴルフコンペにて優勝させていただきあり
がとうございました。大勢の方に参加していただ
きありがとう！幹事をさせていただきありがと
う！感謝します！と、言葉に出したらツキがまわ
ってきたようです。

●会員委員会
ニューメンバースクール大成功に終わりました。
ありがとうございました。
●三輪俊明 会長
・土屋杯ゴルフコンペで自己ベストがでました。新
しく購入したクラブのおかげかも…？
・11 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。

●安田佑次 会員
土屋杯ゴルフコンペにて親睦委員にもかかわら
ず空気が読めず２位になってしまいました。
すいません。ありがとうございます。
(４)

