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演題：国政から見る地方経済

講師：衆議院議員　棚橋 泰文 先生
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第54年度 9月記念講演

『未来ある日本を考える』
　まず棚橋先生のお話を纏めると、今後の社会の動向は第四次産業革命と
呼ばれる時空を超える化学、例えばインターネット、そしてリニアなどに
依り地域間格差が広がっていくであろう、その中で多対多の情報発信が加
速され、情報を選別する事が重要な時代となる、そしてこれまでになかっ
た新しい物や職を生み出していく中で規制などの障害を取り除いていき、
豊かさの享受を次代へ繋ぐのが政治家としての役目である。また日本を取
り巻く環境も GAFA や中国の国営企業などのビッグデータを集めている企
業が益々力を持つであろうし、その過程で AI の進化と米中関係の摩擦も加
速するだろう、というお話でした。以上を拝聴し、私は映画マトリックス
を思い浮かべました。いずれ、マトリックスのような AI に支配される日が
来るとお感じになられている方も多いかと思いますが、マトリックスは登
場する人や物の名称から旧約聖書をモチーフにしていると私は解釈（この

辺りは御自身でお調べになるか、後日、直に私にお聞きください）します。その中でネブカドネザル号
と言う船が登場します。ネブカドネザルは「取り戻す」という意味が込められていると思われ、物語の
中では人間の尊厳を取り戻す、という事なのでしょうが、昨今の日韓関係や香港の暴動も、人々が何か
を「取り戻す」為に足掻いているように私の目には写ります。人間は取り戻さないと前に進めない生き
物なのでしょうか。棚橋先生のお話から、前に進む事に依り、取り戻す事も出来る、と私は感じました。

　9 月記念講演は衆議院議員棚橋泰文先生
にご講演頂きました。当日は議員活動、組
閣人事などで大変お忙しい中、大変貴重な
ご講演をいただきました。
　満席の会場の中、地方経済について熱の
こもったお話をしていただきました。
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令和元年 9 月 9 日 
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　政治家の仕事とは一体どのようなものだろう？と思いながら今回の
棚橋議員の講演を拝聴していました。政治は自分の生活や仕事の中で
あまり身近に感じにくいものだと思っていましたが、西濃各地のイン
ターチェンジができることで人の流れが生まれたり、産業の発展によ
り、インターネットやスマートフォンの普及で、情報の発信や収集に
時間がかからなくなりました。当たり前だと思っていたことが、政治
という分野が、発展をサポートし身近なものになっているのだと改め
て感じさせていただきました。物が溢れるようにある現在の世の中で
も、まだないものにビジネスチャンスはあると教えていただきました。
新しい発想が生まれるよう OJB の活動や交流のチャンスを大切にして
いきたいと感じさせられる講演でした。

『国政から見る地方経済』 中村 康宏 会員



９月記念講演
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開会挨拶をする近沢会長 講師紹介をする松本歴代 棚橋先生へお礼の挨拶を
する足立副会長棚橋先生へ質問をする小川新入会員

第５４年度９月総会
総会員数８３名のうち本人出席者６０名、委任状出席者 ５名、書面表決出席者９名、

過半数を満たしており会則 ２５条により総会が成立しました。

< 議長 >
加納 浩二

第 52 年度会長

< 第一号議案 >
川瀬 知哉

第 53 年度会長

< 第二号議案 >
井納 宏自

第 53 年度会計

< 第二号議案 >
江森 正

第 53 年度監査役

< 第三号議案 >
近沢 正

第５４年度会長

< 第四号議案 >
高木 一也

第５４年度会計

会場は満席となり熱気にあふれていました。

▶第 1 号議案 第 53 年度事業報告 賛成 59 名・委任状出席者賛成 5 名・書面表決出席者賛成 9 名
【合計賛成 73 名】

▶第 2 号議案 第 53 年度決算報告及び会計報告
賛成 59 名・委任状出席者賛成 5 名・書面表決出席者賛成 9 名

【合計賛成 73 名】

▶第 3 号議案  第 54 年度事業計画の件  賛成 59 名・委任状出席者賛成 5 名・書面表決出席者賛成 9 名
【合計賛成 73 名】

▶第 4 号議案 第 54 年度予算案の件
賛成 55 名・委任状出席者賛成 5 名・書面表決出席者賛成 9 名

【合計賛成 69 名】
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9 月例会・総会終了後　新入会員さん達を中心に
楽しい語らいの時を過ごしました。

新入会員認証状授与式

第 1 回飲んで語る会

第 53 年度 皆勤出席者 ( 7 名 )・精勤出席者 ( 8 名 ) 表彰

　場所：くらぶ喜月　参加者：34 名

第 54 年度は 11 名の新しい仲間が加わりました。
上段左より

・森田 淳吾 会員
・藤塚 英貴 会員
・沼波 義修  会員
・富田 泰之 会員
・東海 恒明  会員
・玉川 航太郎  会員

上段左より

・松下 元嘉 会員
・杉野 辰彦 会員
・金森 実輝彦 会員

下段左より

・大橋 誠治 会員
・西松 恭伸 会員
・川瀬 53 年度会長
・小林 諒士 会員
・小川 真人 会員

上段左より

・足立 貴保 会員　
・高木 一也 会員
・小林 一嗣 会員
・田中 猛文 会員

下段左より

・臼井 俊治 会員
・渡邊 雅大 会員
・川瀬 53 年度会長
・青木 信秀 会員
・田中 真奈美 会員
 

下段左より

・小藪 将之 会員
・川瀬 勇樹 会員
・兒玉 天馬 会員
・近沢 会長
・小川 香織 会員
・川瀬 記一 会員

長屋歴代に挨拶と乾杯の
ご発声を頂きました。

田端監査役に中締めの
言葉を頂きました。

お酒が進むと話も弾みます。
新しい仲間と出会えたことを嬉しく思います。

【 皆勤出席者】

【 精勤出席者】
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合同委員会 　場所：いずみ庵　参加者：40 名

討議内容

◆ 研修委員会     テーマ：研修を通じて対応力を身につける

・第 2 回研修委員会について
・担当例会について

発表内容

・第 2 回研修委員会：自らの事業経営における
   強み弱みを検証し意見交換を行う。
・将来的には外国人との交流や外国での研修など
   も検討したい。青木研修委員長

討議内容

◆ 広報委員会     テーマ：分かり易い情報発信

・ひろば作成について
・ホームページ作成について
・その他 SNS 等を利用した広報活動

発表内容

・新入会員を先輩会員に、先輩会員を
   新入会員に知って頂くための広報活動。
・他委員会との連携を密にした広報活動。小林広報委員長

近沢会長による開会挨拶

今年も第１回研修委員会として合同委員会が開か
れました。
多くの会員が集まり食事をとりながら活発な意見
交換が行われ、各委員会ごとに本年度の活動につ
いて討議討論を重ねて一年間の方向性を見出しま
した。
多くの新入会員にもご参加いただき、例会とは違っ
たＯＪＢの雰囲気を感じられたことと思います。



足立副会長
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討議内容

◆ 会員委員会     テーマ：成長の橋渡し～会員同士の交流を盛んにし、繋がりを広げよう～

・新規会員増強について（目標７名）
・会員同士の交流について

発表内容

・新規会員勧誘のためリーフレットを作成。
  OJB がどの様な会なのか本人だけでなく
  家族や会社にも説明がしやすい。
・入会を検討している方への決め台詞が必要。長谷部会員委員長

【 アドバイザーからの助言と相談役・監査役からの講評 】
浅野広報委員会アドバイザー

会長スローガンは大きなベ
クトルである。各委員会は
他委員会とも連携してそれ
に沿った活動をするとよい
でしょう。

北野会員委員会アドバイザー

OJB で学んだことを自分の
会社で生かせる。委員会の
方向性を皆で分かち合うこ
とが重要です。

大橋会員委員会アドバイザー

やりたい事をやって欲しい、
やらなきゃどうする。その
ためには、いかにやりたい
ことに取り組むか？自分が
どう動くか？が大切である。

加納広報委員会アドバイザー

今までと同じことをやって
いては成長しない。自らに
適度な負荷をかけてやりた
いことをやって欲しい。

川瀬直前会長 ( 研修委員アドバイス）

研修委員長に二回就いた経
験から、委員長の思いを大
切にし最終的には自分のや
りたいことを成し遂げるこ
と。

長屋相談役

数字だけでなく、イメージ
ができるか？自らがワクワ
クできるか？自分がワクワ
ク出来ないと他人を引き付
けることはできない。

田端監査役

副委員長欠席で委員長のみ
の委員会があり、残念であ
る。自身がサポートをして
いきたい。

足立副会長の閉会挨拶
により、熱のこもった
合同委員会は閉会とな
りました。

髙木会員副委員長



6OGAKI  JUNIOR BOARD54th vol.2

大垣市主催のキッズワークエキスポでたくさんの子供達に建設業の仕事を体験して
もらいました。

堀 佳一 会員 ▶

今月末から大垣ケーブルテレビにて当社協賛でＳＫＥ４８と一緒に行っている写真の
撮り方番組第３弾が放送されます。それに合わせて、あて名書きも含めた個人・会社
両方の年賀状注文募集のＣＭも流しますので是非ご覧ください。

水野 靖弘 会員 ▶

第 54 年度予算案を承認いただきありがとうございます。一年間活動にご協力よろし
くお願い致します。

５4年度執行部 ▶

先日、大垣フォーラムホテルにて行いました、さし源大創業祭を無事に終えること
ができました。説田 裕高 会員 ▶

野原 実 会員　 ▶ １年ぶりにフォーラムホテルでの例会に参加できました。社員に感謝です。

第 53 年度
  浅野 相談役
  江森 監査役
  井納 会計

▶ 第 53 年度決算報告を無事に終えることができました。ありがとうございました。

日時

講師
演題

場所
令和元年１０月９日（火） 　１８：３０～２１：１０

大垣フォーラムホテル

シドニーオリンピック体操競技日本代表　岐阜県立大垣商業高等学校教諭　山脇 佳奈 先生

「 オリンピックまでの過程から学んだこと 」

10 月のお知らせ

9 月ドネーション

9 月例会よりドネーション進行担当は
田中例会幹事です。
軽妙なトークで沸かせますので、今後も毎月、
沢山のドネーションをお待ちしております！

日時

会費
場所

令和元年１０月９日（火） ２１：３０～２３：００

エスペランサ　　大垣市東外側町１－２３　サンアルファビル５Ｆ

４，０００円

◆１０月例会

◆１０月例会講師を囲む会


