“生 涯 現 役”
「健康」 「仕事」 「生きがい」 で豊かな定年後の人生を !!
個人会員募集のご案内
定 年 を 迎え た 後 も、 “ 生涯 現 役”の 気 持 ちで い つ まで も 活き 活 き
（ライブ）と健康で充実した日々を送りたい。誰しもそのように感じて
いることでしょう。長寿化社会を迎えて、定年後の人生が長くなり、生活
の質の向上に対して年々関心が高まっています。
当会は、豊かな人生を「健康」「仕事」「生きがい」の３つの視点で
とらえ、それぞれが三位一体となった様々な交流活動を通じてシニア
ライフにおける自己実現の場を提供しております。当会は、あなたの
シニアからの人生劇場の舞台であり、誰もが主役として参画できます。
さあ、あなたも当会に入会してシニアライフを満開にしませんか？

健康
生きがい

仕事

一般社団法人ビジネスライブの会（ＢＬ）

健康 ・ 仕事 ・ 生きがい

一般社団法人ビジネスライブの会

当会は、あなたのシニアライフを
トリプルハッピー（最幸）へと導きます。
こんな方には、是非、当会入会をお勧めいたします
★ 「健康」「仕事」「生きがい」と３拍子揃った組織で新しい人生を見出したい。（トリプルハッピー）
★ 取引先関連以外の方と接する機会が少なかったため、これからは外部の方と大いに交流を図りたい。
★ 自分の保有する技能で中小・ベンチャー企業を支援して世のため人のためにお役に立ちたい。
★ 仕事も遊びも気ままにできる組織に加入してマイライフを充実させたい。
★ 定年退職後に会社に残り、後進の指導にあたるだけでは物足りない。
★ 同じ地域に住む有識者との交流で、生涯現役を実現させたい。
★ 公的機関にシルバー人材として登録して仕事するだけでは物足りない。

一般社団法人ビジネスライブの会とは
当会の前身は、１９８７年 10 月に、故 日比野 勧氏の提唱により“生涯現役、仕事を通して社会に参画” をモットー
に、 定年退職者が、定年後「生きがい、健康、ビジネス」の三位一体となった定年退職者の生活の質向上と社会貢
献の場として発足しました。
以来、２５年の歳月を経て、団塊の世代の定年退職を迎え、技術立国ニッポンを支える中小・ベンチャー企業の
技能向上の重要性が高まるなか、中小・ベンチャー企業への技能伝承をより一層推進すべく、一般社団法人へと
移行いたしました。

当会の組織と特徴
当会は、当会活動の参画者である個人会員と個人会員による各種ビジネス
１
サービスを受ける法人会員とで構成される会員制の組織です。部門はビジ
ネス部門と地域振興部門に分かれ、ビジネス部門では、４つの事業グル
ープと１つの委員会、地域 振興部門では、７つ地域部会があります。
各部門の活動については右ページをご覧ください。

参画性

自由性

地域性

１ 会員による会員のためのサービス
２ 誰もが主役の個人会員
３ 入会勧誘の責務もない全く自由な気風
４ 両部門に所属し、余暇も仕事も気ままに自由自在
５ 個人会員と法人会員で互恵関係を構築

活動紹介
■事業グループ
事業サポートグループ

テクノサービスグループ

上場企業退職者の集まりで、現役時代３０～４０年にわた
り、専門分野で活躍した新現役の「おじさん集団」です。
社員教育、総務・経理、もの作り改善、労務・福利、経営
戦略の各分野で、今までの専門知識と豊富な経験を生かし
あなたの会社・商店へサポーターとして「お役立ち」にな
りたいグループです。

サラリ－マン現役時代に培った専門スキルを生かしビジネ
ス社会に貢献したいと願う企業ＯＢの集団です。幅広いネッ
トワ－クと人脈を生かした対応で、顧客の要望に迅速に応え
ます。又国際開発Ｇと協力して海外支援にも対応します。
毎月第４木曜日 13:00～17:00 に情報交換しています。
（見学
者大歓迎です。
）

国際開発グループ

ＩＴグループ

中堅・中小企業の海外現地法人は、各国からのラブコール
も増えここ５年間で倍増し６千社になりました。これまで
在籍企業で培った豊富な海外業務とその経験を生かし、海
外に活路を求められる企業をサポートし、テクノサービス
グループ（技術集団）とも連携し、その展開に広く貢献い
たします。毎月第４木曜日 13:00～17:00 に情報交換してい
ます。（見学者大歓迎です）

1992 年 3 月に パソコンの話題の交換の場として発足。
毎月１回例会を開催。IT 関連話題、技術、情報など交換し
ている。パソコン関連（ハード、ソフト、画像処理、ネット
オーデオなど）に止まらず携帯、アンドロイド、タブレット
など、広く話題を展開。外部見学会企画を随時企画している。

■ビジネス推進委員会
事業グループや地域部会の垣根を越え仕事を行う為の組織で、最適な人を派遣する事業支援の統括、会員の人脈を活用し
た家電ネット販売などを行っている。 又新しい仕事に対しはプロジェクトを立ち上げて対処している。

■地域部会
北摂ビジネスライブの会

兵庫ビジネスライブの会

“生涯現役”「健康・仕事・生きがい」をスロ－ガンに
活動している会です。定年後の豊かな人生を過ごしたいとお
考えのご参加を募集します。あなたの力で北摂部会を動かし
てください。お待ちしています。
代表
中川義弘
連絡先
06-6453-3090
E-mail
mrhiro@a011.broada.jp

企業、官庁のＯＢなど多種多様な経験を持った人たちが、経
験や趣味など関心のある事柄について「何でもセミナー」と
「卓話（スピーチ）」を中核として毎月会合を開いています。
前者はテーマを決め数回話をします。後者は順番に自由に話
をします。 会のモットーはこの会に出席して「良かった」
「楽しかった」と感じていただける様心がけています。

京都ビジネスライブの会

奈良ビジネスライブの会

１）毎月の例会は次の通り、開催しています。
例会日：毎月第２金曜日、１８時３０分～２０時３０分
集合場所：大丸百貨店京都店 １階玄関前
例会の場所は出席会員集合後、四条烏丸付近の居酒屋で
開きます。
２）会員は、お茶の先生、古文書研究者、授産施設のサポー
ターと異業種の人の集まりです。

歴史と伝統が息づく奈良。名所、旧跡、遺跡も多く観光資源
の宝庫である奈良で、奈良の魅力再発見と地域交流を通じ
て、あなたも私達と「健康・仕事・生きがい」３拍子揃った
充実したシニアライフを送りませんか？新たな出会いは、
色々な有益で楽しい情報が得られ、また新たな刺激も受ける
ことができ、これからの新しい人生の始まりでもあります。
皆様のご参加をお待ちしています。

阪南ビジネスライブの会

けいはんビジネスライブの会

少数のこじんまりした『友情と人情』溢れるグループです。 京阪電車沿線のシニア、個性豊かな 10 数名の集い。毎月第
『明るく、楽しいシニアの方々の集いの場』を提供。活動は 1 月曜日の月例会では、いまの政治、経済や、歴史、科学技
①歴史探訪とウォーキング ②青春 18 きっぷの旅 ③シニ 術、文化、健康などを回り持ちで講話し、楽しく語り合いま
アパソコン教室を中心に展開。
「元気、本気、やる気」の三 す。例会後は希望者で軽く飲み食い歓談。時々、ウォーキン
拍子揃った方で、月１回の定例会の出席と各種行事に積極的 グも。また毎年みんなで、今年の予想（株価や為替、政局）
に参加できる方を望んでいます。女性は大いに歓迎！
をして賞品を競います。月例会場は、枚方駅に直結の生涯学
習市民センター５階。

なにわビジネスライブの会
なにわビジネスライブの会は発足して１０年を迎えます。
「人生９０年時代を生きる新しい中高年男・女の願い」を
ベースに「なにかしたい」「生き甲斐がほしい」「人の役
に立ちたい」との思いで活動しています。月１回１８時
より２時間、難波市民学習センターでの例会と年２回の懇
親会をしています。例会は会員からの話題の話し合いと詩
歌の紹介・解説など楽しく面白いことを第一にしています。

ビジネスライブの会は、
自主的参画性を基本活動姿勢
としています。
新たな地域部会設立も大いに
歓迎いたします。

一般社団法人ビジネスライブの会（略称ＢＬ）概要
目 的： 当法人は、個人会員が永年培った知識、経験、人脈を結集し、企業の業務支援と会員間の相互交流を通じ、個人会員の
健康・仕事・生きがいを達成し、生涯現役のライフスタイルを創出し、高齢化社会の活性化に貢献することを目的とする。
創 設： １９８７年 （昭和６２年） １０月３１日 （前身 ビジネスライブの会）
設 立： ２０１３年 （平成２５年） １１月２２日
役 員： 会長
理事
理事
理事
理事
理事
監事

中川
太田
小原
進藤
髙詰
田中
池田

義弘
廣
淳男
幸男
充康
松二
惇一郎

元 電気メーカー 品質管理
元 電機メーカー 事業・製品開発管理
元 製紙・段ボール製造販売会社
元 日用品・調理家電 マーケティング
元 電気メーカー ＩＴ関連部門
元 石油卸売業 財務・経理
元 電機メーカー 海外事業

所在地： 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3 ビル 2307

理事
理事
理事
理事
理事･事務局長

尾崎
北谷
須田
田中
萩原

俊夫
俊貴
隆
敏雄
國臣

元 機械メーカー 設計・品質保証
元 団体職員 企画開発
元 総合商社 財務・経理
元 百貨店本社 企画・宣伝
元 電子材料メーカー 営業戦略

TEL：０６-６1４7-９８８０

事業内容： １．会員相互の協力による経営・事業課題への個別サービス事業（コンサルティング等）
２．主に会員企業を対象とした公開サービス事業（講演会、ライセンスビジネス、等）
３．会員交流事業（個人会員間の親睦、法人会員間の協同・連携の機会の創出支援）等
４．健康・仕事・生きがいを達成するために必要な付帯事業

個人会員募集要項と規約
【募集対象と条件】
個人年齢や現在の勤務、起業の有無は問いませんが、当会の目的、事業の推進に賛同し、当会活動の事業グループまた
は地域部会のいずれかに所属しグループ活動に参加いただける方
【入会費用】
入会費

３,０００円 〈消費税込み〉

年会費

２,０００円

〈消費税込み〉

※ ・４月～翌年３月末までを１年とし、入会時に入会費と年会費をいただきます。
・１０月以降の途中入会者の年会費は、半額(１０００円)を原則とします。
・事業グループ・地域部会等で活躍する場合、それぞれ別途会費が必要となります。
・期中での退会については、理由の如何を問わず入会費および残月分に相当する年会費の返金は行いません。
【入会の申込み方法】
別紙、個人会員入会申込書」にご記入をいただき、当会宛てに郵送またはＦＡＸでご送信ください。
【費用のお支払方法】
下記の当会宛にお振込みいただくか、ご入会紹介者に現金にてお支払ください。現金にてお支払いの場合は、当会事務局
にて入金確認後に、当会より領収書を発行いたします。なお、当会宛へお振込みいただきます場合は、振込手数料は入会
者にてご負担ください。
〈お振り込み先〉
三井住友銀行 梅田支店 普通口座 店番 １２７ 口座番号 8959154 口座名 一般社団法人ビジネスライブの会
【個人情報の保護】
当会は、個人会員の個人情報の保護に努めております。なお、入会申込書ご記入いただきました個人情報は、当会事務局
が当会法人会員に紹介する際の基本情報として使用させていただきます。その際、当該個人会員に、事前に情報開示の
了承の得うえで対象の法人会員に情報提供いたします。また、当会個人、法人会員以外には一切個人情報は開示いたし
ません。
【秘密保持】
個人会員が法人会員への提供サービスにより知り得た法人会員の情報は、当会以外に一切、漏洩しないことを厳守するも
のとします。

お問い
合わせ先

一般社団法人ビジネスライブの会
〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3 ビル 2307 TEL：０６-６1４7-９８８０ FAX：０６-６１４７-２３７９
E-mail: mrhiro@a011.broada.jp
URL: http://business-live.sakura.ne.jp
2015.10
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一般社団法人ビジネスライブの会
個人会員/友の会会員 入会申込書 兼 登録台帳

入会日(西暦・元号自由）

「友の会会員」へのご入会は ※の欄に記入する必要はありません。
フリガナ

男
女
府・県

入会区分

生年月日(西暦・元号自由）

氏名
連絡先住所 〒

年

年

月

※ 紹介者

ＦＡＸ

＠

Ｅーｍａｉｌ

オフィス

日

□ 個人会員
日 □ 友の会会員

ＴＥＬ

※ 自宅

月

２段使って

取得資格
職歴 ・
事業歴

（詳細は別添）

海外勤務経験

得意分野例
（技術指導
講演卓話の
テーマ）

期間

年

所属する他団体･グループ

活用できる
人脈・組織
やりたい
仕事の分野
活動例

主な国

企業分野向け
技術･経営指導 ベンチャー育成 転職指導
社会教育（学校 地域 シルバー） 啓蒙活動
各種ボランティア活動
行政･各種団体･企業･個人からの受託事業
科学 技術 ＩＴ 法律 経済 経営 国際事情
歴史 芸術 音楽 美術 写真 模型 園芸 文芸 民族 文化
経営管理（人事･労務 教育訓練 安全 衛生 マーケティング) ＩＳＯ
福祉 環境 健康 防災 財産形成 生きがい論

スポーツ

※
やりたい
仕事・活動
部会内
小チーム活動 仕事

趣味

健康

スポーツ

ゴルフ

ウォーキング

得意分野
（技術指導
講演卓話の
テーマ）
↓御希望の所属グループにチェックをいれて下さい。複数になる場合は主たるｸﾞﾙｰﾌﾟをﾎｰﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ欄に御記入ください。
事
け
テ
な
※ホームグループ
国
I
北 兵 京 奈 阪 い
※ 所属(希望) 業
ク
に
Ｓ
は
際
T
摂 庫 都 良 南
ノ
わ
グループ･部会 G
ん
(NAA)

特記事項

以下は事務局記入欄です。会員は記入しないで下さい。
会長
受理印

事務
局長

担当
事務局
理事

(NAA)

会員番号

通信欄

【個人情報の保護】
当会は、個人会員の個人情報の保護に努めております。なお、入会申込書ご記入いただきました個人情報は、当会事務局が当会法人会員
に紹介する際の基本情報として使用させていただきます。その際、当該個人会員に、事前に情報開示の了承の得うえで対象の法人会員に
情報提供いたします。また、当会個人、法人会員以外には一切個人情報は開示いたしません。

