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1２月例会 演題「経営戦略・自己解放への道」協同組合わくわく西美濃様共同開催

感謝の心をもって
楽しく経営にのぞもう

52 年度
スローガン

ワンポイント

平成 29 年 １２ 月 ９ 日
ソフトピアジャパンにて 参加者３６名　一般聴講者１２名参加者３６名　一般聴講者１２名

講師　非営利株式会社ビッグ・エスインターナショナル
代表取締役　大坂塾　塾長　大坂 靖彦　先生

協同組合わくわく西美濃　虫賀理事長　挨拶

県議会議員の伊藤先生とベルリンで一緒させて頂いたご縁で講演させて頂
くことになりました。人生設計が具体的であればあるほど、夢の実現に繋
がります。困難が次々出てくるのをすべて社員に説明した。困難は神様の
テストだ。小さな困難は小さな会社にくる。大きな困難は大きな会社にく
る。困難によって、自分の会社はどん底まで落ちたことがある。それを乗
り越えてきたからこそ今の会社があります。何が起きても、とんでもない
形でみのるから、何が来てももう大丈夫と悟った。中学生のころに意思が
固まり、その時の人生設計のおかげで４０年で言ったことをすべて手にし
た。君の人生は思い描いたとおりになる。中学時代に入る高校、入る大学
すべて書き自分は能力がなく記憶力が悪いと思っていたが自分の人生をす
べて書いた。自分の人生がとんでもないものになると決めた。
３０年後までの計画が立てられていること
ミッション　パッション　ビジョン
志が固まっていないから何が必要かわからず聞き逃してしまう。
志が決まっていたら、迷わないし、情報が的確にわかるようになる。
今回のポイント
とにかく兆しを見つける訓練をして欲しい。どうやって兆しを見つける
の？１つ、酒税、岩盤規制があるのはつよい。２つ、徳島の山菜ビジネス
ビジネスのネタはいっぱいあるみんな気がつかないだけ、KJ法を勉強し
て、３億稼げます。大きな志とビジョン、そこからシミュレーションする。
自分だけのブルーオーシャンを見つける。自分独自のを見つけること。儲
かってきたら、社会貢献をすると良い。会社も社長も賞味期限がある。
それまでに生き生きしたことをやること！未来は覚悟を決めて、やること
によって開かれる。

本来は青年活動をしていかないといけないです
が、この時代は大一世で働かないといけない。
みなさんと一緒に学び、経営者を共に育てて行
きたいと考えております。今日の講演を含め、
みなさんの学びに慣れれば良いと思っておりま
す。
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長屋 歴代 講師紹介会長 挨拶

先週、関ヶ原カントリーの月例
のゴルフを参加しました。ゴル
フはミスをするのが当たり前、
ミスを許容範囲にどう収める
か？経営に関しても似たような
ことが言える。明確なビジョン
を持って、経営に当たる。
大坂先生は明確なビジョンを見
据えることができる先生です。
今日の例会は聞き逃せないくら
いの講演だと思っております。

先生は学生の時に、ロシアから
ドイツまでのヒッチハイクの旅
行をされた。その後大学をご卒
業されてから松下電器に勤めて
いた。退社後、実家の電気店を
ついでから引退されるまで地道
に顧客改革をされて年商３３９
億円まであげられたとてもすば
らしい方とご紹介されました。

これまでの思考
未来　←　現在　←　過去

これからの思考
未来　→　現在　→　過去
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１２月例会感想

「弱者の戦略」「弱者の戦略」

今回の例会はいつものフォーラムホテルから、ソフトピアジャパンに場所を変更し
て開催されました。自分にとっては初めての体験でしたが、いつもの例会会場では
ない事がかえって良い緊張感をもたらしてくれたような気がしました。大坂先生の
涙で始まった講演でしたが、話の内容にグイグイと引き込まれ、「他力本願はやめる」
「トラブルは神様からのテスト」「大切なのは戦略」等の自分にとって名言を沢山戴き
ました。中でも、『弱者の戦略』という自分に足りていない部分を把握し、それを逆手
にとって勝つための戦略とする、というお話にとても感銘を受けました。自分自身、
仕事も私生活においても「足りていない」部分だらけの人間ですが、少ない「足りている」
部分をしっかり認識し、これからの人生の戦略を練っていきます。大坂先生の貴重な
講演を拝聴できた事、加納会長をはじめ役員の皆様方に感謝致します。ありがとうご
ざいました。

大平 晃嗣 会員

「先生のご講演を聞いて」「先生のご講演を聞いて」 中島 繁樹 会員

参加人数　３２名

先生のご講演を聞いて、自分の人生設計について考える機会をいただきました。
恥ずかしながら、どちらかと言えば、今までの人生設計は頭で考えている程度で、
書き留めるにしても本気で考え抜いたものなのか、自分でも疑問符が出てしまう
ものでした。中でも有名大学出身者の所得比較で目標を紙に書いた人と何も考え
てない人の差が１０倍違うというお話は、有名大学の人材でも人生設計や人生戦
略の違いでここまで開いてしまうものなのかと衝撃的でした。「全ては思い描く
ことから始まる」まず自分は人生設計を明確化し、紙に書き、それに向かって人
生戦略を練ることが必要だと思いました。その人生戦略をもとに経営戦略へと移
行し、夢の実現へと繋げていけたらと思います。「自分の能力の無さ、金の無さ
はすべて戦略で補える」との先生の力強いお言葉と歩まれてきた数々のエピソー
ドに勇気をいただきました。ご講演ありがとうございました。

今回の例会はここが違う！今回の例会はここが違う！

第二回長期計画委員会第二回長期計画委員会

河合 敏直 会員に用意していただいた
お弁当は味と彩が工夫されており
とてもおいしかったです。
河合会員にお礼を言ったところ、ご自
身で中身を選んだことを教えてくださ
いました。当たり前のことですが、食
べる方のことを第一に考えてるところ
がすごいと思いました。

いつもと違う雰囲気の会場で
役員が一丸となってセッティング

長期にわたり会を存続させ
る意見が飛び交いました。
まずは
１・現状を知ること
２・知った上で会をどう存
続するか？
を話し合いました。

平成 29 年 １１月 ２７ 日
ソフトピアジャパンにて
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合同忘年会 参加者 正会員３５名　特別会員４名

新入会員紹介

平成２９年１２月１３日
天近にて

合同忘年会二次会合同忘年会二次会 サンローランにて 参加者 ２６名　特別会員３名

こんにちは、52年度新入会員の長谷部綾子です。
弊社はガソリンスタンドを運営しており、私はそこで主に人事の仕事を行っております。会社にとって

社員は財産であり、接客業である弊社はお客様との繋がりを大切に思っております。仕事においても私生活においても、
すべて人と人との繋がりで成り立っています。この会に入会したいと思ったのも、大垣で会社を経営されている素晴ら
しい方々と出会い、色んなことを学びたいと思ったからです。大垣青年重役会においても人との関わりを大切にし、こ
こで出会う方との「ご縁」に感謝して参加したいと思っております。未知で無力な為ご迷惑をお掛けすると思いますが、
よろしくお願いします。

「ご縁」 新入会員　長谷部 綾子

大垣青年重役会の皆様はじめまして。水野靖弘と申します。 仕事は、駅通りでカメラ店を営んでおります。
現在はカメラ販売や店頭でのプリントだけでなく、学校写真・七五三などの撮影、ピアノの発表会や同

窓会などの出張撮影などもさせて頂いております。しかしながら、時代の大きなデジタル化への変化により、私達の
業界は大きな変革を余儀なくされております。その中で、下を向かず自分にできることは何かと考えて進んでいかな
ければならないと考えております。その一助になればと、今回大垣青年重役会の皆様のお仲間に入れて頂きました。
異業種の皆さんとの交流を通じて学び、また研修に参加して普段学べない情報を吸収して、人間として、経営者とし
て大きく成長できる大変よい機会を頂けたと感謝しております。私自身未熟者ではございますが、先輩方のご指導、
ご鞭撻を頂きながら成長していきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

「自己紹介」 新入会員　水野 靖弘

加納会長の挨拶で
合同忘年会が始まりました。 大橋直前会長からもご挨拶。 乾杯は羽田特別会員から

頂きました。
佐竹特別会員と川瀬特別会員も
ご参加いただきました。

懇親の深まる
あっという間の時間でした。

渡部特別会員と大橋直前の
2ショットです。

川瀬副会長の三本締めで
中締めとなりました。

２０１７年を振り返り、普段交流のできない方々と話をする良い機会となりました。私は、先輩方から経営のお話や、新
入会員の方とプライベートな話や、ビジネスの話が出来、とても楽しい時間を共有することができました。こういった話
ができる機会が数回しかないのでとても貴重な時間でした。

足立幹事長による締めで
楽しい2次会も終了！

2次会はさらにお酒も進み
大盛り上がり

乾杯は渡部特別会員から
頂きました

杉野親睦副委員長の
進行で2次会スタート
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第 52 年度　新春 OJB スクールのご案内

１月に誕生日を迎える７名の方をご紹介いたします。OJB会員として一緒に学ぶ仲間に感謝 ! ！

０１日　松本 正平 会員 ０６日　臼井 俊治 会員 １６日　大橋 宗介 会員 
２１日　小林 知成 会員 ２４日　中村 和隆 会員 ２６日　近沢 正　 会員 
３０日　松下 元嘉 会員

タイムスケジュール
12:00 受付開始
12:45 開場
13:15 記念講演会開会
15:00 記念講演会閉会
15:45 懇親会開宴
18:00 懇親会閉宴

記念講演会は、多くの方に来ていただきたいと思っておりますので、ご家族、社員様はもちろんご
友人、お取引先の方々にもぜひお声がけいただきますようよろしくお願いいたします。
※会員の皆様の駐車スペースは、別紙をご確認頂きますようよろしくお願いいたします。

４

１２月ドネーション

第 2回長期計画委員会に参加して頂きありがとうございます。・長期計画委員会 

本日のお弁当に「河合寿司」をご用命頂きまして誠にありがとうございました。・河合 敏直 会員

12 月例会も多数会員にご参加いただき盛会にて行う事ができました。ありがとうございます。来月はOJB スクールがあります。何卒
ご参加いただきます様お願い致します。

・加納 浩二 会長 

トヨタアイデアコンテストにおいて、協力させていただいたグループが優秀賞に輝きました。今回も浅野木材さんにご協力頂きました。・奥田 祐太郎 会員

明日、大垣公園で「おおがきランナーズパーク」というイベントを行います。おおがきマラソンを楽しんだ後は、是非大垣公園に遊び
に来てください。

・上野 和幸 会員

内閣府地方推進室主催のイベントで、所属するチームの作品が CODE for GIFU 賞をいただき、全国コンテスト出場となりました。あり
がとうございます。

・西川 可一 会員

成せば成りました！初フルマラソン、初いびがわで完走です！激励を下さった方、ありがとうございました。・野原 実 会員 

12 月 1 日より名古屋市名駅に名古屋オフィスを開設致しました。・長屋 是通 会員


