本日のプログラム 第 2532 回例会 2019 年 2 月 10 日・11 日
「家族旅行」長野、山梨、信州松本、美ヶ原温泉

前例会の記録・第 2531 回 2 月 5 日 13（火）12：30
『青年部と私』
関商工会議所 青年部 会長 塚田浩生様
◆開会点鐘
◆「君が代」「奉仕の理想」斉唱
◆会長挨拶
先日 1 月 30 日に各務原消
防学校にて、救急車を寄贈し
てまいりました。ご協力有り
難うございました。この話に
は続きがありまして、3 月に
実施したいと思います。
先日、全盲の弁護士の講演
を聴く機会がございました。
素晴らしい講演だったのでそ
の話を少しします。大胡田
誠（おおごだ まこと）1977
年静岡県伊豆市生まれ先天性
緑内障により 12 歳で失明し、その後自分の障がいか
ら引きこもっていた時期があったが、中学 2 年生の
とき、日本で初めて点字で司法試験に合格した全盲
の弁護士である竹下義樹さんの著書を読み、衝撃を
受け目が見えなくても努力すれば、弁護士になって
誰かのために働くことができるんだと知り、高等部
に上がり、猛勉強の末、慶應義塾大学法学部に入る
事ができたそうです。その後、大学院法務研究科へ
と進み、8 年におよぶ苦学の末に、5 回目のチャレン
ジで司法試験に合格。全盲で司法試験に合格した日
本で 3 人目の弁護士になり、現在は弁護士法人つく
し総合法律事務所に在籍。一般民事事件や企業法務、
家事事件のほか、障がい者の人権問題にも精力的に
取り組んでいる。私が感動した事は、自分を障がい
者と思わず自分にある可能性と努力で健常者と対等、
それ以上に自分を理解し高められた事、健常者同様
パソコン、iPhone を使いこなす事です。視覚の代わ
りに聴覚、嗅覚、感触が鋭くなっています。話し方
で相手の心を読むことができる事により、かなりの
信頼を得てみえます。仕事の中での書類のやり取り
は、アシスタントの代読や、パソコンは読み上げソ
フトを使って見えるそうです。iPhone も私達よりも
機能を把握して使いこなしてみえます。iPhone を目
閉じた状態で使えますか？私も知りませんでしたが、
Voice Over というすごい機能がございます。私の目
からは大胡田さんは障がい者にみえませんでした。
私達が勝手に盲目を障がい者と判断している情けな

い気持ちになりましたし、この話を聞いて健常者で
ある私たちはもっと出来る可能性が当たり前にある
事を学びました。近い将来、健常者と障がい者が、
同じ「社会」というフィールドの上で、切磋琢磨し
あいながら一緒に全力でプレーできる日が来ること
を願っておみえでした。ダイアログ・イン・ザ・ダ
ークと言う言葉をご存知ですか？「ダイアログ・イ
ン・ザ・ダーク」は、完全に光を断ち切った“純度
100％の暗闇”の中を 8 人程度のチームで進み、さま
ざまなシーンを体験するエンターテインメント。人
間の五感のうち、視覚情報は約 9 割を占めると言わ
れます、暗闇の探検を通じて「五感」の気付きや
「コミュニケーション」などを楽しみます。体験後、
「また参加したい」と答える人が 97％と驚異的な数
字を誇り、老若男女かかわらずリピーターが多いダ
イアログは、トヨタや電通など大手企業で研修とし
ても採用された実績を持っています。一度経験して
みたいと思います。
◆委員会報告
◎出席委員会
委員 福田春彦
会員 49 名中 出席 28 名 出席率 58.34％
◎ニコボックス委員会 委員
木村聡
会長・副会長・幹事の皆さん･･･関商工会議所青年部
会長 塚田様、ようこそ関 RC へ。
「青年部と私」の
題目で卓話をいただきます。よろしくお願いします。
卒業の折には、ぜひ関 RC へ入会お願いします。
藤井淳さん･･・関商工会議所青年部会長 塚田様、
本日はお忙しい中、関 RC にご来訪くださり誠にあり
がとうございます。後程、卓話をよろしくお願いい
たします。
木村、長尾、酒井、西本、清水（公）、堀部、尾崎の皆
さん･･・関商工会議所青年部会長 塚田様本日は関
RC へ、ようこそお越しくださいました。先輩ばかり
でプレッシャーはあるでしょうが、関市の商工業の
未来を担う人ですので、皆期待しております。頑張
ってください。
後藤信介さん･･・妻へのバースデーカードありが
とうございました。
伊佐治啓司さん･･・1 月２９日の職場例会では、大
変お世話になりました。加藤会長はじめとする三役
と事務局様本当にありがとうございました。ご参加
いただいた皆様方ありがとうございました。お礼申
し上げます。無事おつとめを果たさせていただきま
したのでニコボックスを投函いたします。ありがと
うございました。
（2P）

◆『青年部と私』
関商工会議所 青年部 会長

塚田浩生様
私は関商工会議所
青年部に平成１８年
度に入会しました。
この１３年で実に
様々な経験をさせて
頂きました。入会当
初は青年部のノリが
肌に合わず、１年目
こそ真面目に参加し
たものの、２年目・
３年目はほとんど青
年部活動に参加して
おらず、幽霊会員の
状態でした。転機と
なったのは平成２１
年度。幽霊会員だっ
た私がなぜか副委員
長に推薦されました。平成２３年度には小川優二会
長のもと、専務理事を務め、その後、副会長や事務
局長などの役を経験し、今年度（平成３０年度）に
会長を仰せつかりました。私が思う、青年部の良い
ところは
・自己研鑽のための講師例会やビジネス交流事業
・関市を盛り上げるための地域貢献事業
・会員同士の交流を深める親睦事業
という性格の異なる３タイプの事業が１年を通して
バランスよく開催されるところです。社業あっての
青年部なので、まずは税理士の先生や名経営者の講
演を通じて、経営者としての資質を向上させる。自
企業の発展と並行して、関市を盛り上げるために市
民や行政を巻き込んでの地域振興事業を行う。そし
て何より楽しむことが一番大切なので、キャンプ場
を借り切ってのバーベキュー大会やソフトバレー等
のスポーツを通して、会員間の交流を深める。平成
３１年の２月例会では、関市の新しい名物グルメを
創り出すための「Ｓ級グルメコンテスト」を開催し、
懇親を深めつつも地域を活性化させる目玉を創り出
します。３つのタイプの事業があるため、親睦事業
しか出てこない人もいれば、お勉強例会しか出てこ
ない人、そして地域振興事業しか出てこない人、飲
み会しか来ない人もいます。平成３０年度現在、青
年部には１６０名を超える会員が在籍しています。
十人十色、１６０人１６０色です。みんな思い思い
の参加の仕方で良いのではないかと私は思っていま
す。青年部の課題として参加率が低いことが挙げら
れますが、今年の賀詞交歓会の場で、とある来賓の
方に「経営者ばかりなんだから、毎回出席率が
１００％なんてありえないのではないか？みんなそ
れぞれに仕事を抱え、様々なトラブルに立ち向かい
ながら、日々頑張っている。それを鑑みれば、参加
率は５０％もあれば十分ではないか？」という話を
伺いました。なるほど、おっしゃる通りと感銘を受
けました。とはいえ、せっかく毎月趣向を凝らした
例会を担当委員会が企画・運営しているので、多く
の会員に参加して欲しいとは思っています。欠席し
た会員が後日、仲間から「このあいだの例会、とて
も良かったよ！なんで来なかったの？もったいな
い！」と言われ「しまった、仕事をきっちりこなし
て参加すれば良かった！次回はしっかり段取りして、
例会に参加しよう！」と皆が感じ、自発的に参加率
が向上するような青年部を目指していきたいと思い
ます。もう一つ、青年部の良いところを挙げるとす
れば、年齢の差による上下関係があまり厳しくない
ところです。青年部では年長者が若者に偉ぶる姿は
あまり見られません。いつも対等でフラットな関係

です。青年部には２０歳〜４５歳の仲間がいます。
若い若いと思っていた私も、気づけば４３歳。もう
すぐ卒業です。これからも若いメンバーにも色んな
考え方を教えてもらいながら、社業の発展・地域の
貢献に努めていきたいと思います。また、現役とＯ
Ｂの仲が良いことも特徴的です。５０歳を超える先
輩方と新入会員の交流を目的とした飲み会も複数回
開催されますし、ゴルフ同好会や麻雀同好会、釣り
同好会などでは現役・ＯＢ関係なしに和気あいあい
と現役・ＯＢ関係なく罵り合いながら盛んな交流が
行われています。私がＯＢになっても、現役メンバ
ーにかわいがってもらえるよう、若者に好かれる人
間であり続けたいといつも発・行動には気をつけて
いるつもりです。私が在籍した１３年間、色んなこ
とがありました。その中でも思い出深かったものが
以下の５点です。
①平成２２年３月 東日本大震災における被災地へ支
援物資供給
②平成２４年度 会促委員長年度に新入会員が３６名
入会
③平成２５年９月 父の葬儀に際し先輩からの貴重な
アドバイス
④平成２７年 １００名の仲間に助けてもらったクラ
ウドファンディングへの挑戦
⑤平成３０年１１月４０周年記念事業での３回にわ
たるナマコの話
１３年間、青年部の仲間とともに色んな経験をさせ
て頂きました。スティーブ・ジョブズの伝説のスピ
ーチをご存知でしょうか？スタンフォード大学でジ
ョブズが卒業生へ贈ったスピーチとして様々な書籍
で取り上げられています。ジョブズはこの中で「点
と点をつなぐ」という話をします。大学を中退した
後に潜り込んだ授業でカリグラフィを学び、数年後
のマッキントッシュ開発において、
「フォント」とい
う概念に昇華したという話です。「どの点」と「どの
点」がつながるのか、今の時点では誰にも分かりま
せん。だから「一つでも多くの点を人生に残し続け
なければならない」と私は思います。青年部で活動
していると、本当に多くの点を残していくことがで
きます。綺麗な点ばかりではなく、まれに「汚点」
を残すこともありますが「汚点」もまた一つの「点」
に違いありません。点と点がつながって、線になり、
面を貼ることができるのは５年後かもしれませんし、
１０年後かもしれません。ひょっとすると６０歳か
もしれないし、７０歳かもしれない。今の時点では
誰にも分かりません。これからも、青年部の仲間と
共に幾多の艱難辛苦を乗り越え、脱皮・成長し続け、
社業の発展、地域の発展に貢献できるように邁進し
て参りたいと思います。関商工会議所青年部への温
かいご支援とご指導・ご鞭撻の程、これからも宜し
くお願い申し上げます。
◆幹事報告
◎2 月のロータリーレート 1 ドル：110 円
◎例会終了後「理事、役員会」開催
次例会のご案内
2 月 26 日（火）12：30
「スリランカってどんな国」
カンカニーゲ・エランガ様
担当：クラブ奉仕委員会
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例 会：毎週火曜日 12：30
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店2F
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア 2F

