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演題：できることをやる中小企業支援
講師：大垣ビジネスサポートセンター 
           プロジェクトマネージャー

       金森 大輔 先生
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一般社団法人 大垣青年重役会

第54年度 12月講演

１２月例会講演は大垣ビジネスサポートセンター（通称：ガキビズ）プロジェクトマネージャーの金
森大輔先生にご講演を頂きました。これまでのガキビズの相談例や経験談、先生の学生時代・会社員
時代のご経歴などから我々大垣の若手経営者へ事業拡大のヒントを頂きました。

令和元年 1２月 9 日　参加者会員４０名
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　私は以前、ガキビズで相談にのってもらい、その後の事業展開を考えられよ
うになった経験があり新しくプロジャクトマネジャーに赴任した金森先生の話を
楽しみにしておりました。ガキビズの①強みを活かす②ターゲットを絞り③連
携するそれを情報発信するしかもお金をかけないというモデルは素晴らしいと
思います。その後様々な事例を紹介していただき大垣や西濃地方で頑張ってい
る人の背中をおしていくガキビズのモデルに共感するとともに私自身活かせる
部分があると感じました。中でも目に見えないもので差別化を図るという話の
中でまさに私の本業である税理士業は目に見えないもので差別化を図り情報
発信していかないといけないと感じました。先生のキャリア（歩み）のお話で
は様々な教訓を教えて頂きました。その中でも意識するより行動を変えるとい
うお話はとても勉強になりました。
また、相談に行きたいと思います。

『中小企業支援』 北倉 拓也 会員

「どんな会社にも強みがある。」金森先生の言葉にグッと息を飲んだ。確か
にお客様と取引させていただいている以上、何らかの強みはあるのかもし
れない。ただ日々の業務に追われ、何気なくこなしている自分はそれにちゃ
んと気づいているのだろうか。あれかな、これかなとは思うけれど、確信
めいた答えはなかなか思いつかない。今一度、自分を見つめなおす必要が
あると気づかせていただいた言葉だった。
　また、先生の人生の歩みのお話の中で、「自分がやりたいことより、他人
がやらせたいこと」というお話があった。自分は我が強く、他人からアド
バイスをいただいてもなかなか素直に聞くことができない。いただくアド
バイスは客観的に自分を見て、いただいているものとわかっていても、な
かなか自分の中で消化できず実行に移せないことが多々あった。こちらも
自分を見つめなおす良い機会となった。
　金森先生、貴重なご講演ありがとうございました。

『講演をお聞きして』 中島 繁樹 会員
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12 月講演

 １2 月講師を囲む会　　  場所：スリーキャッツ　参加者：27 名（講師 1 名 会員 26 名）
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新入会員３分間スピーチ

売上UPには３つの着眼点が大切であること、具体的事例を交えた相談の進
め方やプレスリリースの手法など収益UPの秘密、先生のこれまでの経験か
ら得られた教訓など実践的な研修となりました。

２次会は金森先生もご出席をいただきまして講師を囲む会とし
て催されました。金森先生を囲み、今後の事業展開についての
話など盛り上がった一夜となりました。

沼波 義修 会員

本日の講演を聞いて、
自分自身への課題や自
身の研修を受ける姿勢
を大事にしたいと語り
ました。

森田 淳吾 会員

柿作りの喜びや地元へ
の愛着、趣味の御朱印
集めや好きな女性芸能
人 BEST3 について話し
ました。

近沢会長の挨拶
により開会しま

した

足立副会長が金
森先生へお礼の
言葉を述べられ

ました

北野歴代による
講師紹介

北野歴代による
乾杯のご発声

田中例会幹事の中締めは
恒例の右肩上がり



第１９回土屋杯　　参加者　会員：２１名　特別会員：１名

今年も第１９回土屋杯ゴルコンペが開催致されました。晩秋の素晴らしい快晴の中、スコアが良
かった方もイマイチだった方も気持ちよくゴルフをすることが出来たのではないでしょうか。今日
がゴルフコースデビュー！？の会員もいて、プレーから表彰式までにぎやかな一日となりました。

近沢会長の始球式でスタート！！

表彰式には土屋顧問にご出席を頂き
ご挨拶をいただきました

準優勝　田中会員
がぶやさんの食事券 GETです

松本会員は２年連続の
顧問賞です

ドラコン賞・ニアピン賞の皆さんでニッコリ！！

加藤幹事長はこの日が
コースデビュー！

加納会員は高橋先輩ご提供の
ウェッジをGET

足立副会長による閉会の挨拶

第 3位　北野会員
土屋顧問より賞品の贈呈です

ベスグロ賞の高橋特別会員には
飛騨牛が贈られました

１位
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位

１０位
１１位
１２位
１３位
１４位
１５位
１６位
１７位
１８位
１９位
２０位
２１位
２２位

小林　一嗣
田中　猛文
北野　英樹
川瀬　知哉

山口　猛
長屋　是道
小藪　将之
松本　正平

近沢　正
高橋　克弥
牧村　英治
加納　浩二
望月　孝司
足立　貴保

野原　実
高木　一也
西野　英乙
浅野　信哉
河合　敏直

加藤　肇
奥村　浩年
杉野　辰彦

土屋杯 順位表

小林 一嗣 会員
優勝おめでとうございます !
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合同忘年会
日時：令和元年１２月１４日（土）　　場所：四鳥　　　参加者　会員：３３名　特別会員：１名

今年は料亭四鳥にて第５４年度合同忘年会が開催されました。今年一年の思い出を語らい、気持ちよく料理
とお酒が味わえた夜となりました。１２月の多忙な中ご参加くださいました皆様にお礼を申し上げます。

【 新入会員自己紹介 】
今号も新入会員さんの自己紹介文を掲載させて頂きます。

皆さん、お顔とお名前が一致してきた頃かと思います。積極的なご交流をお願い致します。

　今期より重役会に入会させて頂くことになりました沼波と申します。岐阜市にある会計
事務所で５年程勤務した後、平成２８年３月に税理士登録、同年４月に地元大垣の地で会
計事務所を開業しました。関与先様の税金の申告や税務相談、会計処理の支援などを主な
業務としており、現在４年目、職員１名と私だけいう小さな事務所です。
　こと家庭においては、子供３人（＋妻妊娠中）でありまして・・・絶賛イクメン中です。また、
父母と同居しているため、合計７人（もうじき８人）が一つ屋根の下で暮らしています。
令和の時代では割と珍しいプチ大家族です。
　入会にあたり、説明会等で『重役会は研修に重きを置いている会である』旨のお話を伺
いました。毎月の例会の度に自信を成長させる機会があり、その機会を無駄にしないとい
う気持ちで参加させて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。

『自己紹介』 沼波 義修 会員

　第 54年度新入会員の株式会社 e- プランニング・グループの森田淳吾と申します。
荒川町で創業し今年 15 周年を迎えた保険代理店です。保険代理業を家業から企業へ発展
させ、永続性と社会性を追求する事業として次世代につなぎ、お客様の夢を共に支えてい
くことや地域に貢献することを、経営理念として掲げています。
　現在は、保険にかかわる業務以外にも、西濃地区を中心に小・中学校や高校で「防災授業」
「自転車安全運転授業」を行うなど、地域のために自分の仕事を活かせていることに喜び
を感じています。
　私は、従業員として勤務する立場ですが、OJB 例会での講和や諸先輩方との交流を通じ
て、自己研鑽と研修を重ね、当社の経営理念を実現する原動力となれるよう努力したいと
考えています。どうぞよろしくお願い致します。

『自己紹介』 森田　淳吾 会員

今年を締めくくる近
沢会長の挨拶により

スタート！

足立副会長の音頭に
よる中締めは
一本締め

三輪特別会員に
ご出席を賜り、
乾杯のご挨拶を
頂きました
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 1 月のおしらせ

　新春ＯＪＢスクール記念講演会ではより多くの皆様に杉本先生のお話をお
聞きいただきたいと思います。会員の皆様にはぜひ一人でも多くのお知り合
いの方々にお声掛け頂きお誘いくださいますようお願い致します。多くの方
のご参加をお待ちしております。

新春 OJB スクール懇親会

新春 OJB スクール 記念講演会

演題
日時

場所

「　師匠が語る藤井総太という才能　」
令和２年１月２６日（日曜日）
13：15 ～ 15：00（12：15 開場）
大垣フォーラムホテル　＜雲海の間＞

講師 棋士 杉本 昌隆　八段

お申し込み方法

日時

場所

令和２年１月２６日（日曜日）
１５：４５～１８：００
大垣フォーラムホテル　

090-4210-0954
0584-84-4363
ojb@seino-pat.com

TEL：

FAX：

MAIL：

皆様のご参加をお待ち申し上げております
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先月の二次会で『いびがわマラソン　ハーフサブ９０切り』（全体の３％）を宣言し
ましたが 18 秒足らずでした。１２月１５日の大垣マラソンで必ず達成します。

長屋 是通 会員 ▶

養老町様と防災協定を結ばせていただきました。微力ながら地域にお役に立てる企業
を目指して努めていきたいです。

①初出場のいびがわマラソンでハーフ完走することが出来ました。
②通算９回目を数える社協とのコラボ企画　老人ホームへ内窓寄贈の様子を多くの新
聞に取材いただきました。

川瀬 知哉 会員 ▶

メ～テレの「ウドちゃんの旅してゴメン」８００回スペシャルに出る事が出来ました。
開店準備をしていたらイキナリ、さまぁず三村さん、「こじるり」こと小島瑠璃子さん、
ウドちゃんに話しかけられて、一日幸せに過ごすことが出来ました。こじるりファン
クラブに入会予定です。

上野 和幸 会員 ▶

田端 隆 会員　 ▶

１１月１日に入籍いたしました。今後は妻共々宜しくお願い致します。説田 裕高会員　▶

12 月ドネーション

土屋杯にて２年連続で顧問賞をいただきました。
ありがとうございます。

松本 正平 会員 ▶

土屋杯で特別会員賞のウェッジを頂きました。来年の土屋杯で使います。

土屋杯にて、皆様のおかげでブービー賞を頂くことが出来ました。一緒に温かくプレー
して頂けた皆様ありがとうございました

加納 浩二 会員 ▶

土屋杯でゴルフデビューしました。高橋先輩・北野歴代ありがとうございます。加藤 肇 会員 ▶

杉野 辰彦 会員　▶

土屋杯で優勝させて頂く事が出来ました。久しぶりのゴルフでスコアはまとまりませ
んでしたが、ハンデキャップと同組の方々に恵まれました。来年も優勝目指して頑張
ります。

第１９回土屋杯に沢山の会員の方に参加して頂きありがとうございました。執行部一同 ▶

小林 一嗣 会員　▶

土屋杯ドネーション

説田会員には近沢会長よりお祝いの記念品が贈られました

末永くお幸せに !

新春OJB スクールの日程都合上、ひろば第６号の発行日は令和２年２月３日となります。
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