
KUNPU
初夏の若葉や青葉の香りを含んだ
穏やかな風、薫風。
未来を担って地域を巻き込み
爽やかに吹く薫風のような
山形で倫理を学ぶ
若き経営者をご紹介します。
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あぶり居酒屋 佐のちゃん
山形市香澄町一丁目15-16 1階
TEL.023-665-4129　営業時間 17：00～24：00

【一】日々好日／今日は、最良の
一日、今は無二の好機
「気づいた時、気がるに、喜んで

さっと処理する。」の文章です。分かっていてもすぐ行動・
実践出来ない私にとって自分を改めさせる言葉になって
います。何事もすぐ対応する癖をつけていきたいです。

晋道 勇一さん

KUNPU

上山市倫理法人会

進和ラベル印刷株式会社 営業部部長　
事業内容/
シール・ラベル印刷、包装資材の販売業
上山市蔵王の森10番地
TEL：023-672-7577
https://shinwalabel.co.jp/

会社に入社して10年になりま
す。 当時から会社の方で上山

市倫理法人会に入会しておりましたので倫理と
の出会いも10年になります。 最初は、何も分か
らず参加していたのが正直なところです。 それ
でもMSに参加しているうちに色々な気づきと出
会いがありました。 MSでは、毎回学ぶことが本
当に多いです。 現役の経営者の方が自分の生
い立ちや会社経営において大切にしている事な
どの話を聞くとダイレクトに心に響き、良い気づ
きの場となっています。 我流でやっていても限
界があるので、基本的な考え方をしっかり学ぶ
実践道場が倫理法人会だと私は感じています。
また2018年12月に県青年委員会で主催した青
年の集いで中村文昭先生を招いての講演会が
非常に印象深く残っております。 4つの鉄板
ルールのお話でしたが、全て今すぐ実践できる
ものでした。 私の場合、どうしても後ろ向き・否
定的な考えが先行してしまいがちですが、そうで
はなく物事を前向きに肯定的に考え、色んな場
面で実践していきたいです。

倫理で気づき
TOPICS

好きな十七か条は
何ですか？

人生のターニング
ポイントは？

万人幸福の栞にも、夫婦は一対の
反射鏡とあります。私にとっては
結婚ですかね。栞の中にも「結婚

の当時はうまくいくが、次第に離れて、全くはんたいの方
向にさえいってしまう事がある。そうなると、家のことは、
ちぐはぐになって、仕事も商売もうまくいかなくなる。と
あります。仕事をする上で、家庭がうまくいっていること
が絶対条件だと感じます。
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おすすめの飲み屋を
教えてください。

今号では、倫理の学びを活かしそれぞれの場所でコロナ禍と戦う若きリーダー達を紹介いたします。

おすすめの
飲食店を
教えてください。

日和田カフェ 北極光
 （ヒヨリダカフェ オーロラ）
鶴岡市日和田町21-37
TEL.0235-64-1311  
営業時間 11：00～22：00
火曜定休

【三】運命自招／運命は自らま
ねき、境遇は自ら造る
倫理の役員を引き受ける時もそ

うでしたが、相手にいくら勧められても、決断を下すの
は私自身です。人生は決断の連続です。また機会（チャ
ンス）を一度逃したら戻っては来ません。出来る出来な
いで判断するのではなく。やるか・やらないかです。必
ず『やれば出来る‼』この言葉に集約されます。

好きな十七か条は
何ですか？

人生のターニング
ポイントは？

26才歳の時、仕事で使ってい
るＦＡＸ用紙の裏に『大我に生
きる』という鶴岡市モーニング

セミナーの案内がありました。大我という言葉を初めて
知り興味があったので、モーニングセミナーに参加した
のがその後の人生を大きく変えました。 講師は川又久萬
名誉専任研究員です！

田中 正之さん

KUNPU

山形県倫理法人会 青年委員長 

株式会社田中自動車  整備部工場長
事業内容/中古車新車販売・車検整備・
板金塗装・自動車保険等
展示場では全国から買い付けた自動車を
常時80台以上展示しています。
鶴岡市大山3-16-25
TEL：0235-33-2575
http://www.331588.net/

今年度はコロナの影響で思うよう
な青年委員会企画を実施する事

が出来ませんでした。  しかし、このコロナの中だから
こそ、倫理でもオンラインでのZOOMモーニングセミ
ナーが始まり、全国のモーニングセミナーに参加す
ることが出来大きな気づきを頂く事が出来ました。 
その中で特に刺激を頂いたのが、居酒屋てっぺんの
大嶋啓介氏。 実はコロナが無ければ、6月に庄内で
の講演会を開催予定でした。 しかしコロナのおかげ
で毎週全国ZOOMモーニングセミナーにてお話を
聞く事が出来ました。 その中で、予祝と言う言葉が
心に響きました。 春に満開に咲く『桜』を、秋の『稲』
の実りに見立てて、仲間とワイワイお酒を飲みなが
ら先に喜び、お祝いすることで願いを引き寄せようと
していた。 これを『予祝』と言います。 今のコロナの
現状をしっかり受け止めて、何ができるのかを模索し
１年後３年後５年後どうなりたいのか？ 夢を描き行
動に移して行きます！
倫理は、明朗・愛和・喜働・純情（すなお）この４つに
凝縮されます。 とてもシンプルです。 倫理を日々の
生活や仕事に取り組んで笑顔で楽しんでいきます。

倫理で気づき
TOPICS
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お問い合わせ・お申し込み事務局

山形市やよい二丁目1-47 ダイヤ45やよい202
TEL.023-647-5582（代） FAX.023-646-7660山形県倫理法人会
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中町 くつろぎ処 嶋
酒田市中町一丁目7-7
TEL.0234-43-6661  
営業時間 17：00～22：30（LO.22：10）
月曜日・第三日曜日定休

【六】子女名優／子は親の心を
実演する名優である
『子は親そのものである。』子

育てをしながら、まさにその通りだと実感しています。
息子の癖や言動は、自分でも気づいていない『私の癖
や言動』なのだと、いつも勉強になっています。息子の
事を一つ知る度に、自分を見つめなおす機会を得てい
るのだと思います。

好きな十七か条は
何ですか？

人生のターニング
ポイントは？

結婚は誰もが人生のターニ
ングポイントとなる出来事
だと思いますが、私の場合は

『妻との出会い』です。結婚を意識し始めた時に妻が
言った『地元に戻らないの？』の一言が無ければ、実家
の仕事を継ぐ決意は出来なかったと思います。

三嶋 茂雄さん

KUNPU

酒田市みずほ倫理法人会

株式会社アポロ月山  常務取締役
事業内容/産業用ガス、液化石油ガス、宅配
水サービスの3つの事業を軸に、庄内一円を
活動エリアとして事業を展開しています。
『暮らしが広がる未来へ』をテーマに、生活
に欠かせないものすべてに関わり、地域に
貢献できる会社です。
酒田市広野字荒田105-2
TEL：0234-92-2290

お好み焼き家 ふうふぅ
山形市中野98-1
TEL.023-600-6825  
営業時間  11：30~14：30、17：30~21：00
（土曜日は21：30まで）　水曜日定休

【七】疾病信号／肉体は精神
の象徴、病気は生活の赤信号
私には、今より20kg近く太っ

ていた時期がありました。健康診断で引っかかったこと
もあります。振り返ると、当時の精神状態も日常生活も
乱れに乱れ切っていました。ハイパフォーマンスで長期
的に事業を続けていくためにも、二度とあのようになる
まいと、この言葉を常日頃から胸に刻んでいます。

遠藤 大地さん

KUNPU

山形市倫理法人会 青年副委員長

D-Marketing  代表、
ビジネスアニメディレクター兼クリエイター
事業内容/
事業用アニメ動画制作を通しての集客・販促・
マーケティング・採用活動・社員教育支援
山形市中野107
TEL：090-8613-6055
https://peraichi.com/landing_pages/vi
ew/d-marketing-product-pr-anime

【事業用アニメ動画の制作を通
して、価値ある情報を世に広め

る。そして、本当に必要としている人に必要な情
報を届け、喜びに溢れる社会を創る。】それが私
の理念です。事業に励む中で、“伝わらない” と
いう課題は必ず出てきます。「頑張って説明して
いるのに、伝わらない」「数いる競合の中で、自
社の強みが理解されない」「結局、価格だけで判
断される」「採用活動で、学生に自社の魅力を伝
えきれない」「社員に経営者の想いや理念が伝
わらない」それを解決できるのが、アニメです。
実際にクライアント様からこんな言葉を頂きま
した。「アニメを導入した翌月から、ホームペー
ジの閲覧数が2倍以上になったし、新規のお問
い合わせも増えたよ！紹介の手段にも使っても
らえるし、話題作りにもなっている。」
楽しんでもらいながら、分かりやすく、短時間で
的確な情報を伝えられる。そんなアニメが持つ
力は、人の行動を変え、社会を変える力がありま
す。今後も技術を磨き続け、少しでも多くの企業
様や事業主様の力になれるようにアニメを制作
していきます。そして、その向こうにいるお客様
たちが求めている本当の価値を届け、喜びに溢
れる社会創りに貢献していきます！

私の仕事
TOPICS

好きな十七か条は
何ですか？

人生のターニング
ポイントは？

前職の海外営業マン時代に、
会社に年間12億円の損失を
与えかけた体験。一番のお得

意様相手に発した私の不用意な一言が原因です。この
経験から、想いを伝える難しさを痛感しました。それ
を肝に銘じながら、クライアント様の想いが最大限に
伝わるアニメ動画の制作に取り組んでいます。

おすすめの
飲み屋を
教えてください。

事業にSDGsを取り入れ、具現
化に向けHPリニューアル等の

準備を進めています。
SDGsとは、貧困や教育、環境など17分野にお
けるゴールと169項目のターゲットから構成さ
れる2030年までの国際目標で、その数は圧倒
的ですが、私たち一人一人が意識を高め社会問
題を『自分ごと』として取り入れる事が、誰もが
住みやすい未来に近づく第一歩になります。
弊社で取り扱っている産業用ガスは、建設現場
や病院、食品加工場などの様々な企業で使用さ
れるだけでなく、LPガスなど一般家庭でも使用
されるなど幅広い分野で活用されており、弊社
の取組みを通してSDGsが地域へ浸透すると考
えています。
地元産業の『農業・畜農・水産業』を盛り上げる
ため、ガスを活用した凍結技術や食品保存の
技術を提案する事で“地物”をブランド化し、1次
産業だけではなく加工や商品化など2次、3次
産業との相乗効果も見込み、フードロスだけで
はなく生産者の販路拡大などに繋げ、山形の美
味しい食材を全国に届ける手助けが出来れば
嬉しいです。

お仕事
TOPICS


