
冒頭、藤垣先生から「今回の講演で持ち帰りたいものを考え
てください。」と投げかけられました。例えば「本当にワクワ
クする内容を３つ持ち帰る」などの目標、目的を自身で設定
することによって充実した時間を過ごせるようになります、
とのことでした。この最初の投げかけには１分間が与えられ、
講演の途中にも、隣の席の方との意見交換を○分間してくだ
さい、というカタチで、一方的に聞くだけの講演スタイルで
はなく会員一人ひとりが考える講演となりました。
Q１　数字・お金の話を難しくするコツ。逆にわかりやすく
するコツがわかりますか？
A１　正確さを追求し過ぎると難しくなります。わかりやすくするコツは【余分なものを削ぎ落として、重要となる核となる
ものを伝えることです。】　※枝葉を削ぎ落とし幹だけを残す。
Q２　経営者が学ぶべきお金の話と経営者が学んではいけないお金の話はわかりますか？
A２　専門的過ぎる仕訳の話や税法の話を経営者は学ぶべきではない。学ぶべきお金の話とは【意思決定に関係するお金の話
や経営の材料になるお金の話やお金の流れていく仕組みとビジョンなど】
Q３　なぜお金をいただかないといけないか？
A３　途中でお金が尽きたらビジョンが達成できない。経営が落ち込んだときの状況が、どういう状況なのかを考えてみてく
ださい。土台（価値観）に基づいたどんなビジョンを描いているのか。会社のビジョンや目標がみなさんにもあると思います。
お金はそれを叶えるための道具となります。
藤垣先生の「参加者に１つでも何か持って帰って欲しい」という気持ちがとても強く伝わる講演でした。また先生からの質問
を会員同士で意見交換することができ、普段話をしたことのない会員
とも話をするきっかけを与えて頂けたことがとても嬉しかったです。
普段の講演では、「とても面白い話だった」「いい勉強になった」で終わっ
てしまうことが多くありましたが、先生のわかりやすい資料と、こち
らに投げかけて頂ける形式、仲間との意見交換する時間があり、とて
も有意義な時間だったと思いました。
今月から委員会担当例会に入りました。今後の担当例会も各委員会が
試行錯誤して興味深い企画をしています。普段の例会とは違った学び
ができるものと私自身も楽しみです。普段から参加されている会員も、
あまり出席できない会員も今後の例会に、是非ご参加ください。
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第52年度 ２月例会 演題「お金と理念の関係性」

平成 ３０ 年 ２月 9 日
大垣フォーラムホテルにて
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講　　師：税理士　藤垣 寿通　先生
・北野 英樹 会員  ２月２日「PSゴールド」という番組に、社員が大竹しのぶさんのそっくりさんで出演しました。 
     売り上げにつながりませんでしたが、本人が喜んでいたので良かったです。

・鳥居 清 会員  １２/２９鏡餅製造繁忙期の様子を中日新聞、岐阜新聞に取り上げて頂きました。また、その記事が 
    同日のヤフーニュースのトップに掲載される奇跡が起きました！感謝

・上野 和幸 会員  自店のリニューアルオープンに伴い、たくさんの会員の方にお祝いを頂きました。大垣でワインと 
    言えば「ムトウさかや」と言ってもらえる様に頑張ります。ありがとうございます。

・西川 可一 会員  第２回リーサスアプリコンテストで JTB賞を受賞しました。オープンデータを上手に利用出来るよ 
    うにしたいです。３月１０日まちゼミ開催です。あわせて宜しくお願いします。

・河合 孝浩 会員  ( ファインなのかもしれませんが…)皆様、お待たせしました。今までたくさんの方々にご心配を 
    お掛けしてきましたが、やっと結婚、入籍する事が出来ました。来月には挙式を行う予定です。
    また、永田会員、足立会員、中島会員にお世話になり、2次会を開催して頂ける事になりました。 
    どうぞ宜しくお願いします。

・永田・足立・中島会員  この度、河合孝浩会員の結婚式の２次会の幹事を務めさせて頂きます。３月１０日 (土 ) を予定し 
    ております。会員の皆様にご案内させて頂きますので、ご参加宜しくお願い致します。

・野原 実 会員  今年も２月３日に行われました宝光院はだか祭りにて、しっかり厄落としをする事ができました。
    今年もいい年になりますように！

・加納 浩二  会長  本日、長男が１才の誕生日を無事に迎える事が出来ました。また、大垣市新庁舎新築 (衛生 ) 工事 
    を当社が所属した JVが受注する事が出来ました。本日も多数の会員の皆様にご参加頂きありがと 
    うございます。
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第２回講師を囲む会 ＳＥＡＳＯＮにて　参加者　２２名

２月例会感想

河合　敏直 会員
「改めて基礎を学びました」

渡邊　雅大 会員
「ご講演を拝聴して」

私は前職で、藤垣先生と同じ税理士（会計事務所）の仕事を３年勤めてきました。経営に携
わっていく上で、決算書の数字が読めて、さらに作ることが出来ることは、大きな強みにな
ると思い勉強してきました。先生のお話にあった「お金と理念」は、経営をしていく上での
両輪であることを私もわかっていましたが、改めて間違っていないことを確認できました。
また基礎・基本を学ぶことが出来、とても勉強になりました。理念を実現していく上で、売
上や利益を上げることは必須であり、そのために「お金」が必要になる。その「お金」をど
のように生み出していくのかが、経営者に問われる手腕なのではないかと思います。経営者
が必要とする数字は正確さの追求でなく、意思決定していく上で重要な部分をとらえること
だという部分は、私自身、一番はらに落ちました。今日の学びを明日からの経営に落としこみ、
実践していきたいと思います。素晴らしい学びの場をありがとうございました。

今回、一見あまり関係のなさそうな『お金』と『理念』との関係性ということで、どのよう
な話になるのだろうと大変興味がありました。最初は理念というのは、ぼんやりとしたイメー
ジのようなもので、また、お金についてもあくまで数字であらわされた尺度のようなものだ
と単純に考えていました。ですが、そうではなく理念自体が理想を実現していくために大切
な軸であり、自分も含めた周りの人との共通の目標で、それを実現していくうえでのモチベー
ションアップに大事なものであり、双方が互いに目的を達成するための重要な要素なのだと
改めて考えさせられました。今回のご講演を拝聴し、自分のビジョンをさらに明確にし、会
社のビジョンに重ね、継続的に会社を成長発展させられるよう日々努力していきたいと思い
ます。藤垣先生、お忙しい中ご講演いただきありがとうございました。

講師の藤垣寿通先生を囲んで「第２回講師を囲む会」
が開催されました。
乾杯挨拶の吉田歴代から「『理念とお金』という一見、
結びつかない二つのものをわかりやすく結びつけて
解説して頂けた。非常に学びの多い例会でした。」
と講師への感謝を添えてスタート。参加者にとって
も関心が高かったようで、各テーブルでは、理念や
お金をテーマにした話が多かったような気がしま
す。もちろん藤垣先生との名刺交換や質問をぶつけ
る会員も多く、大いに盛り上がりました。

乾杯挨拶　吉田 歴代 加納 会長と川瀬 副会長談笑する 杉野 親睦副委員長
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クローズアップ！OKB！！

今月号は、来る３月６日に顧問を囲む会でもご一緒いただけます、
土屋顧問の会社、OKB大垣共立銀行様の取組みに、改めてクローズアップさせていただきます！

全国初！手のひらだけで取引
手のひら認証登録者数が平成２９年１２月で５０万
人を突破しました。
キャッシュカード不要で「生年月日」「手のひら認証」
「暗証番号」だけでATMを利用できるサービスで
すが、昨年５月からは、印鑑代わりに「手のひら」
をかざすだけで口座開設ができ、窓口やATMなど
も利用できる届出印不要の預金口座「手のひら口座」
の取り扱いも開始しています。また、手のひら認証
の登録とインターネットバンキングの契約をするこ
とで、通帳を発行することなく利用できる無通帳型
総合口座「OKBピピット口座」の取り扱いも開始し、
印鑑、通帳、キャッシュカードなしの預金口座を実
現しています。

新春OJBスクールのご挨拶の席でもふれられた、「脱・銀行」というキーワード。
常に「地域とともに」「お客様目線」が原点にあるからこそ
既成概念にとらわれないあたらしい発想が生まれ続けています。

　平成　６年　９月　
　　年中無休のATM「エブリデーバンキング」
　平成１０年１１月　
　　年中無休の銀行店舗
　平成１２年　４月　
　　銀行機能を搭載した移動店舗
　平成１２年　４月　
　　「ドライブスルーATM」
　平成１７年　８月
　　「ATMスロットゲームサービス」
　平成２４年　９月　
　　手のひら認証ATM「ピピット」
　平成２５年　４月　
　　ドライブスルー店舗「ポポット」

全国初のサービス　ほんの一例

OKBブランド　ほんの一例
　平成２３年　　９月　OKBギャラリーおおがき
　平成２３年　１２月　OKB３
　平成２４年　１１月　OKBダンスコンテスト
　平成２５年　　３月　OKB４５
　平成２５年　　５月　OKB Sky Lounge OGAKI
　平成２５年　１２月　OKBストリート
　平成２７年　　５月　OKB体操アリーナ
　平成２７年　　６月　OKB森林共和国
　平成２７年　　９月　OKB農場
　平成２８年　　４月　OKBぎふ清流アリーナ

最新情報！！新たなサービス「OKBスマホ支払い (Origami)」
２０１８年２月より、スマホ決済アプリ「Origami」を活用したスマホ決済サービス
がスタートしました。
OKBの預金口座をスマホ決済アプリ「Origami」に登録すると、Origami 加盟店で
お買い物をした際に、アプリの簡単な操作でリアルタイムにOKB口座から代金
をお支払することができます。

編集後記・・・
脱○○屋。自社にあてはめてみたらどうでしょう？ぶれない軸さえあれば、今年度のスローガンにもある、楽しくなる
ような新しい経営や発想が生まれるかもしれませんね。土屋顧問、当日はよろしくお願いいたします。

数々のOKBブランドで地域活性化・スポーツ振興の
貢献にも尽力されています。
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２月に誕生日を迎える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 ! ！

11日　金森実輝彦　会員  17日　長屋　是通　会員   18日   永田　康仁　会員   19日　西川　可一　会員

19日　川瀬　竜也　会員  20日　上田　光覚　会員   21日   北倉　拓也　会員   21日　平野　宏司　会員

28日　浅野　信哉　会員  30日　野原　　実　会員  

52nd Ogaki Junior  Board
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講師：福田 恵依子　先生
演題：３秒で相手の心を掴むコミュニケーション
日時：３月９日 (金曜日 )19：00～ 20：30
場所：大垣フォーラムホテル
３月例会は、株式会社ケイ・プランニング代表取締役会長、福田恵依子先生をお迎えして「３秒で
相手の心を掴むコミュニケーション」と題してご講演を賜ります。コミュニケーションスキルや、
ビジネスマナーなど講師としてもご活躍の福田先生のご講演を拝聴できる貴重な機会になります。
ぜひ、ご参加ください！

５２年度３月例会 (親睦委員会担当例会 )のご案内

大垣まつり世界のポスター展　パネルディスカッション

２月ドネーション
・北野 英樹 会員  ２月２日「PSゴールド」という番組に、社員が大竹しのぶさんのそっくりさんで出演しました。 
     売り上げにつながりませんでしたが、本人が喜んでいたので良かったです。

・鳥居 清 会員  １２/２９鏡餅製造繁忙期の様子を中日新聞、岐阜新聞に取り上げて頂きました。また、その記事が 
    同日のヤフーニュースのトップに掲載される奇跡が起きました！感謝

・上野 和幸 会員  自店のリニューアルオープンに伴い、たくさんの会員の方にお祝いを頂きました。大垣でワインと 
    言えば「ムトウさかや」と言ってもらえる様に頑張ります。ありがとうございます。

・西川 可一 会員  第２回リーサスアプリコンテストで JTB賞を受賞しました。オープンデータを上手に利用出来るよ 
    うにしたいです。３月１０日まちゼミ開催です。あわせて宜しくお願いします。

・河合 孝浩 会員  ( ファインなのかもしれませんが…)皆様、お待たせしました。今までたくさんの方々にご心配を 
    お掛けしてきましたが、やっと結婚、入籍する事が出来ました。来月には挙式を行う予定です。
    また、永田会員、足立会員、中島会員にお世話になり、2次会を開催して頂ける事になりました。 
    どうぞ宜しくお願いします。

・永田・足立・中島会員  この度、河合孝浩会員の結婚式の２次会の幹事を務めさせて頂きます。３月１０日 (土 ) を予定し 
    ております。会員の皆様にご案内させて頂きますので、ご参加宜しくお願い致します。

・野原 実 会員  今年も２月３日に行われました宝光院はだか祭りにて、しっかり厄落としをする事ができました。
    今年もいい年になりますように！

・加納 浩二  会長  本日、長男が１才の誕生日を無事に迎える事が出来ました。また、大垣市新庁舎新築 (衛生 ) 工事 
    を当社が所属した JVが受注する事が出来ました。本日も多数の会員の皆様にご参加頂きありがと 
    うございます。

司会　足立幹事長 松本相談役 堀冨士夫先輩

今年は、毎年恒例の「全国高校生ポスター展」に続き、「大垣まつり世界のポスター展」が開催されました。
司会進行を足立幹事長が務めたほか、松本相談役、堀冨士夫先輩がパネリストとして参加しました。

３月に誕生日を迎える方をご紹介します。

２月１０日　　岐阜経済大学にて


