
3月例会では、株式会社ケイ・プランニング代表取締役会長の福田恵依子先生より、「3秒で相手の心をつかむコミュニケー
ション」をテーマにご講演頂きました。
印象を決めるのは自分ではなく相手であるという大前提をふまえ、特にビジネスの場においての、第一印象が与える影響が、
大変重要である事をご自身の体験談を踏まえ、お話いただきました。
営業マン1人の印象で、会社の印象も変わってしまいます。
今の時代、人そのものが財産であり、人で差別化を図っていかなければ生きていけない時代である。挨拶はもちろん、姿勢
や話す時、聞く時の態度を変えることで、相手に与える印象を良くすることができる。
挨拶を武器に
挨拶ひとつでも、きちんと丁寧に行うことで、相手に良い印象を与えることができる強力な武器にできる。飛び込み営業で
も門前払いゼロ！
無上位という言葉
無上位とは、これ以上ないという仏典の中の言葉。
先生から最後に、これ以上ないという対応をし、好印象を持って頂けることでファンを増やし、儲けにつなげていってほし
いとお話を頂きました。
福田先生、気が付いた時がスタートですね。今回の学びを、しっかりと実践していきます。
この度は誠にありがとうございました。
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感謝の心をもって
楽しく経営にのぞもう

52 年度
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第52年度 ３月例会 演題「３秒で相手の心をつかむコミュニケーション」

平成 ３０ 年 ３月 9 日
大垣フォーラムホテルにて  参加者   ４６名 参加者   ４６名

会長 挨拶　加納 会長司会 足立 幹事長 講師紹介　 高木親睦委員長進行　 杉野　親睦副委員長　

講　　師：代表取締役会長　福田恵依子
 株式会社　ケイ・プランニング講師：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

・堀 　佳一 会員 大垣市咲楽の「10人リレー」に掲載されました。最近連絡がない友人やいとこからも「見たよ」 
   との電話があり、そういった縁を大切にしていきたいです。ありがとうございました。

・西川 可一 会員 大垣市まちおこしを目的に立ち上げた酔い都SAKEみーてぃんぐが3周年を迎える事ができまし 
   た。追伸、治療院も開業してから7年目を終えることができ、8年目をよりよい1年にしたいと思 
   います。

・野原 実 会員 この春めでたく50周年を迎えさせて頂く事となりました！4月14日、15日大創業祭を開催し 
   ます！ご来店のお客様にがんばっておもてなしをしてまいります！

・上野 和幸 会員 中日新聞夕刊「ゆうかんサロン」にて自分自身を紹介して頂けました。又、自分が塾頭を務める
   「石黒塾」の活動を、フリーマガジン「大垣咲楽」さんに紹介して頂けました。

・鳥居　清 会員 第 1回おおがき水都 (スイーツ )グランプリにおいて、「おいもごろごろ」がギリギリ、何とか、か
   ろうじて準グランプリに選出されました！投票いただいた皆様のおかげです。有難うございました。

・ 北野 英樹 会員  第 1回おおがき水都 (スイーツ )グランプリにて弊社の「ふわふわ」がグランプリをいただきました。
              新しい名物に育てられるようアピールしていきたいと思っています。ありがとうございました。

・長屋 是通 会長 崖っぷちでしたが大学院を終了して経営学修士 (MBA) をゲッツしました。これから第2のスター
   トをがんばりマックス。

・足立 貴保 会員 中 1の娘が明日ハンドボールの一年生大会の県大会へ出場します。東海大会を目指してがんばって 
   います。ありがとうございます。

・川瀬 竜也 会員 小学 6年の娘が先日、善行児童生徒として表彰されました。ありがとうございました。

・親睦委員会  本日親睦委員会担当例会にたくさんのご参加ありがとうございました。

・加納 浩二 会長 先日土屋顧問を囲む会が行われ、大変和やかな雰囲気の中、顧問と親しくお話をさせていただけま
   した。ご参加頂いた皆様ありがとうございました。また、本日の例会も盛会にて行う事ができました。
   ありがとうございました。

互いに確認しながら
お辞儀の練習

一呼吸止めることと
角度が大切です
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３月担当例会２次会 魁―ｋａｉ―にて　参加者　２５名

３月例会感想

西野　英乙 会員

「当たり前の『あいさつ』を武器に！」

不破　環 会員
「反　省」

今日の先生のお話を拝聴して、改めて「あいさつ」というものの重要性を感じました。
第一印象というのは出会って６～７秒で決まってしまい、自分がどんな人間かを判断す
るのは相手が決めることであり、万が一、相手に悪い印象を与えた場合は、どれだけ時
間を費やしても挽回できるかどうかもわからない。これがビジネスの場であれば次があ
るかもわからず、その一瞬の印象でチャンスを逃してしまうことになる。そこで相手に
良い印象を持ってもらうためにどのように「あいさつ」するかがカギになる。正しい「あ
いさつ」なんて分かる、知っていると思っていたが、先生の教え通りにいざ実行しよう
とすると出来ていない。あれっと思う点にも気づけました。実演を交えながらの先生の
お話は大変納得するところが多く、大変考えさせられることがありました。今日から挨
拶を変えます。

第一印象はどれぐらいで決まるか…。就職活動をしていた学生の時以来に耳にし、毎日の生
活の中で忘れ去られていたことに気が付きました。今では大事な時にしか気にすることがな
かった。それは、偽った印象であって本当の私自身ではない事にも気が付きました。僅かな
時間で印象を良くするには、身なりの他にコミュニケーションの第一歩である「挨拶」。分かっ
ているけど出来ていないこの頃。開業したばかりの頃は誰にでも挨拶していた私。今は知っ
ている方だけ。個人ブランドとして動いている私ですが、実際、お客様からそう思って頂け
ているだろうか…。知っている、分かっている、やっている…けど本当？お話しを聞きなが
ら反省している自分がいました。お客様にはもちろん、その日に出会った人達に「また会い
たい」「また話したい」と思って頂けるような人になれるよう、そして、思い・心を形にす
る行動ができる一人の人間であれるようもう一度改めて自分自身を見直したいです。

今月は委員会担当例会から二次会の運営まで、親睦委員会のお二人が大活躍の一日となりました。お疲れ顔かと思いきや最後
まで笑顔を絶やすことなく、やりきってしまうところがスゴイです。会員間の親睦もより深まったように思います。

司会　杉野副委員長

乾杯挨拶　上野会計

お礼の言葉 高木委員長
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第５２年度土屋顧問を囲む会
と　き 平成３０年３月６日（火）
ところ 末廣（関ヶ原） 出席者 ２５名

土屋顧問のご挨拶 会長挨拶 加納会長

乾杯の挨拶 平野歴代 川瀬副会長御礼の挨拶

司会 足立幹事長

今年度も大変お忙しい中、土屋顧問
にはお越しいただきました。
『生きたお金』で楽しく経営に望みた
いと思います。

土屋顧問と有意義な時間を過ごさせていただきました

 
第１７回　土屋杯ゴルフコンペ開催！！

日 時： 平成３０年　月　  日（水）
　　　 ７時２０分集合　　
場 所 ： 関ケ原CC
春の訪れとともに土屋杯が返ってきました！
ふるってご参加ください。

５５ ２３２３
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４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 ! ！
　３日　堀 隆男　会員　　　６日　澁谷 和明　　会員　　　７日　河合 孝浩　会員　　　９日　高橋 卓哉　会員　
１１日　不破 環　会員　　１３日　田中 真奈美　会員　　２５日　牧村 英治　会員　　２５日　水野 靖弘　会員
２９日　西松 恭伸　会員

52nd Ogaki Junior  Board
４

３月ドネーション
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52年度4月例会 (会員委員会担当例会 )のご案内 研修旅行のご案内

講師：  近藤悠一　先生
演題：『 マリアージュ・1＋
　　　1を3以上にする力 』
マリアージュとは、お酒と料理の
、いい組み合わせを結婚に模して
表した造語です。近藤先生は日本
酒王子のマリアージュというセル
フブランディングを確立しながら
、幅広くご活躍されておられ、講
演では、その軌跡などについてお
話し頂けます。また 2 次会では藁
焼き居酒屋がぶやさんにて、実際
に日本酒マリアージュ体験も行い
ます。ぜひご参加ください。

今年度の研修旅行は東京・横浜方面へ決定！！

平成３０年 ６月８日（金）・９日（土）
参加費（予定） ： 正会員 ¥65,000-
   　 特別会員 ¥70,000-
※参加者の人数等により、参加費が変動いたします。
※詳細は次号のひろばにて！


