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9/3　第159回　経営者モーニングセミナー（18社21名）
テーマ： 「私の使命」
講　師： 安藤 政則　氏（山形県倫理法人会会長）

9/10　第160回　経営者モーニングセミナー（21社25名）
テーマ： 「新年度　所信表明」
講　師： 奥山 康博　氏（北村山倫理法人会会長）

9/17　第161回　経営者モーニングセミナー（16社20名）
テーマ： 「すべて心が先」

経営者モーニングセミナー 講　師： 三田　望　氏（法人アドバイザー）

テーマ： 「失敗に学ぶ経営のヒント」

講　師： 　佐藤 剛喜　氏

経営者モーニングセミナー
テーマ： 「円のリスク～と私のリスク」

講　師： 　小川　慶　氏

経営者モーニングセミナー 9/24　第162回　経営者モーニングセミナー（29社36名）
テーマ： 「人それぞれの持ち味」 テーマ： 「女性社員のモチベーションを上げるには、やはり聴く力」

講　師： 　阿部 政俊　氏 講　師： 那須喜美子　氏（長井市倫理法人会副会長）

10月16日（日）11:00～ 「懇親いも煮会」
場　所： 村山野川河川敷特設会場

会　費： なんとたったの1,000円

経営者モーニングセミナー
テーマ： 「腸から健康を考える」

講　師： 　金村 恵美子　氏

10月28日（金）18:30～ 倫理経営基礎講座
テーマ： 第11講「苦難観の革新」

講　師： 伊藤 俊郎　氏（法人スーパーバイザー）

会　場：

経営者モーニングセミナー
テーマ： 「栞はわたしの宝もの」

講　師： 　伊藤 俊郎　氏

11月 8日（火）18:00～ 「中村文昭氏　講演会」

　場　所： パレスグランデール（山形市）

テーマ： 「人のご縁で　でっかく生きろ」

～10月の行事予定～
10月　1日（土）

（㈱帝国データバンク山形支店　調査役）

10月22日（土）

東根温泉「たびやかた嵐湯」

（メットライフ生命保険㈱　コンサルタント）

10月　8日（土）

10月15日（土）

（㈱第一テクノス　代表取締役社長）

「心月」親方特製のいも煮をご用意！
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筆者：会長　奥山康博　

筆者：会長　奥山康博　北村山倫理法人会会長　奥山 康博　

奥山会長から一言　感謝！ ９月度経営者モーニングセミナー報告　(84社102名)

経営者モーニングセミナーを北村山地域の“寺子屋”に！

筆者：副会長　奥山浩哉　

筆者：県広報委員長　五十嵐久仁子　

筆者：相談役　早坂幸起　　

倫理経営基礎講座「第10講『喜働』の実践

山形市中央倫理法人会　設立５周年記念講演会

10月29日（土）

（倫理研究所　法人スーパーバイザー）

（MKメディカルジャパンヘルスケア　代表取締役）

倫理研究所法人アドバイザー　三田　望　氏　

 北村山倫理法人会のオリジナル広報誌「明

朗」が今回より登場しました。この素晴らしい会

報は早坂初代会長が考案したものです。折角

ＭＳ（モーニングセミナー）が開催されても出席

出来なかった会員の方々に少しでも内容をお

伝えし、次のＭＳへ参加するきっかけ作りをしたい

ということです。制作も引き受けるとのことで、初

代会長の手作りです。プロ顔負けの構成バラ

ンスでセンスが光ります。毎週のＭＳの顔写真

入り案内もＦＡＸで届けられていると思いますが、

実はこれも早坂初代会長の制作です。大変お

忙しい中で、このような手間のかかる事も引き受

けるというのは並大抵のことではありません。頭

が下がります。初代会長の熱い思いを受けて

謹んで読んでいただければと思います。 そして

次のＭＳへの参加をお願いします。 

 

 内陸の方から遠いと言われる庄内より初の県会長となる立

場を踏まえた使命と役割の具体的内容です。山形市内に

４番目の単会を設立すること、また「ゆるぎない1650社」を達

成すること等を掲げる説得力のある表明となり、我々も力を

いただいた素晴らしい講話でした。 

 「日本一明朗な北村山倫理法人会」をモットーに前会長

が策定した北村山の理念と方針も毎年の変更はせず長期

継続。また役割分担を回し、参加するだけのＭＳから自ら参

画するＭＳへ進みたい。参加目標２８名。自己紹介として自

単会では講話していない４つの転機の一部も紹介。 

 満州に生まれ引揚、奇跡的に生還。大学卒業後、父の経

営する三田商会に入社。のちに父が他界し、母が７０歳の

年に社長就任するもワンマン経営により悪戦苦闘。母の生き

方に学び、本を顧みる。その母の壮絶な人生、最後の１ヶ月

は美しく生きてほしいと親孝行。母が亡くなる前にお聞きしたい

講話内容でした。 

 保険会社の管理職として様々な方を束ね、チームで成果を

上げ続けてきた那須氏。男性管理職とはまた違った視点で

社員のモチベーションを上げるヒントを沢山教えて頂きました。

子供の頃は内気だったという生い立ちや、自信をつけるきっ

かけになった歌声もご披露いただき、終始活力溢れた講話

でした！ 

 倫理法人会では「朗らかに働き、喜びの人生を創造」することを目指しています。生きてい

るということは全てが働きであり、はたらきそのものが、恵みであり、報酬である。 

 「働く」という価値観は西洋と日本では根本的に違いがあり、西洋では「労働」は罰であり

償いであると考えられている。しかし、日本では「勤労」と呼ばれ一所懸命仕事に取組むこ

とは当然だと考えられている。さらにその一歩先には「喜働」があり、働くことそのものが大きな

喜びである。 

 「喜働」の特徴としては①働くこと自体が大きな喜び②働きは最上の喜びとなる③喜働とは

清い働きのこと④働きは一切の幸福や喜びを産む幸福の源泉⑤喜働は生産の原動力⑥

喜働は日々の実践目標⑦人は働くために生まれている、働かぬ者は生きる価値がない 

 誓いの言葉 「今日一日、朗らかに安らかに、喜んで進んで働きます」 



■えがおの人　北村山倫理法人会副会長
昭和38年　東根市生まれ
血液型　AB型

■えがおの現場　

　代表取締役　奥山 浩哉

　創業：昭和42年4月 設立：平成3年6月

　事業内容：金属部品加工業 社員数：14名
　所在地：山形県東根市大字蟹沢950-157

 MSは毎週水曜日朝6：00～7：00です。  MSは毎週金曜日朝6：00～7：00です。  MSは毎週火曜日朝6：30～7：30です。

 会場は天童温泉「松伯亭あづま荘」さんです。  会場は寒河江市「ホテルシンフォニー」さんです。  会場は「ニューグランドホテル新庄」さんです。

テーマ： 「純粋倫理を学ぶ」 テーマ： 「笑顔の種をまきたくて」 テーマ： 「私の使命」

講 師： 　有坂 宏一　氏 講 師： 　玉谷 貴子　氏 講 師： 　安藤 政則　氏

テーマ： 「己を生かす　生かされている己」 テーマ： 「寒河江市の観光振興について」 テーマ： 「倫経一体の実践」

講 師： 　矢吹 海慶　氏 講 師 　松田　仁　氏 講 師： 　水沢 正志　氏

テーマ： 「未定」 テーマ： 「本物の経営」 テーマ： 「殻をぬぐ」

講 師： 　池田 修一　氏 講 師： 　宇都 進一郎　氏 講 師： 　中西　浩　氏

テーマ： 「未定」 テーマ： 「倫理、 試用前・使用後」 テーマ： 「未定」

講 師： 　今田 由美子　氏 講 師： 　佐藤 裕宣　氏 講 師： 　小川　慶　氏

山形県倫理法人会第12回会員大会のご案内
平成28年10月26日（水） 受　　付 15：00～16：00

　 3,000円（懇親会参加者のみ） 会員大会 16：00～17：15

ホテルシンフォニー・アネックス（寒河江市） 講演会 17：30～19：00

　 境野勝悟（さかいの　かつのり）氏 懇親会 19：15～20：15

　奥山 浩哉　氏

　西道精工株式会社

村山Bブロック　H28年10月のモーニングセミナー予定表
天童市倫理法人会 寒河江市倫理法人会 新庄最上倫理法人会

（山形県倫理法人会　幹事長）

　5日 　7日 　4日

（北海道・東北方面　方面長） （(有)玉谷製麺所　取締役営業部長） （山形県倫理法人会　会長）

　12日 　14日 　11日

（(宗)妙法寺） （寒河江市さくらんぼ観光課　課長）

（北村山倫理法人会　青年委員長）

　19日 　21日 　18日

（山形市蔵王　相談役） （倫理研究所　名誉研究員） （倫理研究所　参与）

　26日 　28日 　25日

（天童市　女性委員長 夢実子） （鶴岡市倫理法人会　会長）

【事務局】

北 村 山 倫 理 法 人 会
山形県東根市温泉町１-２-２
TEL.0237-41-2041 FAX.0237-41-2042

日　時

会　費

会　場

講　師

       一般社団法人倫理研究所

 仕事の内容は金属部品加工業で、切削、研削、研磨を得意とし

ています。樹脂成型機械（押出成型、射出成型）の部品（ダイス、ノ

ズル等）加工を主力に試作や単品加工を得意としています。最近の

取組では、表面粗さRa0.1（ピカピカ）以上、なおかつ面精度

0.1μ/100m㎡（超平面）以上に挑戦しています。（※単位が分から

ない方もいるかと思いますが超難しい仕事です）仕事は常に丁寧な

モノづくり（一級品の提供）を心がけています。おかげで多少の納期

遅れが出てしまいがちで、お客様にお詫びの毎日です。 

 倫理に出会ったきっかけは病床で読んだ「職場の教養」がきっかけ

でした、入会した当初はMSも形だけの参加でしたが北村山倫理法人

会が設立して専任幹事の役目をお引き受けした時に、倫理の役員

の仕事と社長業は表裏一体の相対する反射鏡だと学ばせていただ

きました。まさに“社員は社長の鏡”ですね。おかげ様で社員の話を

しっかりと聞けるようになりましたし、それからは嫌いな社員もいなくなり

ました。 

好きな十七か条はなんですか？ 

【三】運命は自らまねき、境遇は自ら造る 

特に末文の～努力がすべてである。やれば出来る。が

いいですね！若いころは努力という言葉が大嫌いでした

が、その大切さがわかりはじめたのだと思います。 

オフタイムの過ごし方を教えてください？ 

娘２人が家を離れているので“かすがい”代わりに犬を飼

いました。兄弟犬会と称して青森や東京の兄弟犬の所

に遊びに行くのが目下の楽しみです。でも愛犬ビンゴ君は

ママ似でインドア派らしく、ママがいないとすぐ寂しくなって

お酒の相手になりません。そんなわけで、山形の大自然

をベースキャンプにともに遊んでくれる仲間募集中です。 

好きな言葉や座右の銘は？ 

「みがけ みがけ 心を磨け 人を砥石に 心を磨け」 

                （松丸 靖 先生の講話より） 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
難しい製品（仕事）が無事にお客様の所に届いたとき。 
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