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10/1　第163回　経営者モーニングセミナー（20社21名）　 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「失敗に学ぶ経営のヒント」 テーマ： 「初心に帰ろう」

講　師： 佐藤 剛喜　氏（帝国データバンク山形支店　調査役） 講　師： 　松田　浩　氏

11月 ７日（月）18:30～ 「関根近子　氏　講演会」

場　所： ニューグランドホテル新庄（新庄市）

テーマ： 「輝いて生きる！プラス思考の育て方」

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）

10/8　第164回　経営者モーニングセミナー（21社21名） テーマ： 「人のご縁で　でっかく生きろ」

テーマ： 「円のリスク～と私のリスク」
講　師： 小川　慶　氏（メットライフ生命保険㈱） 11月12日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「国際協力経験を活かして地方創生を」

講　師： 　白井 健道　氏

11月18日（金）18:00～ 経営者のつどい

テーマ： 「倫理と清掃」

講　師： 　小野寺 貫一　氏

10/15　第165回　経営者モーニングセミナー（15社15名） 11月18日（金）18:30～ 「ワインを楽しむ会」

テーマ： 「人それぞれの持ち味」 場　所： さくらんぼ東根温泉「あづまや」

講　師： 阿部 政俊　氏（第一テクノス　代表取締役社長） 会　費： ボジョレー・ヌーボー解禁　6,000円

11月19日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「意識して実践」

講　師： 　小野寺 貫一　氏

11月26日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「浮世絵に学ぶ」

10/22　第166回　経営者モーニングセミナー（19社21名） 講　師： 　梅沢 美穂　氏

テーマ： 「腸から健康を考える」
講　師： 金村 恵美子　氏（MKメディカルジャパンヘルスケア　代表取締役）

10/29　第167回　経営者モーニングセミナー（17社20名）
テーマ： 「栞はわたしの宝もの」
講　師： 伊藤 俊郎　氏（倫理研究所　法人スーパーバイザー）

　秋晴れのもと会員懇親の「いも煮会」を開催しました！
　10月16日（日）今年一番の秋晴れのもとで北村山倫理法人会恒例の「懇親いも煮会」が東根市神町の野川河川公園で
開催されました。「心月」親方特製のいも煮セットとオードブル、奥山副会長お手製のリンゴデザート等美味満載！
いつものスーツ姿とは違った会員の皆さんの普段着の顔がまた新鮮で、楽しい一日を満喫することができました。

北村山倫理法人会は地域の“寺子屋”です！

11月　5日（土）

経営者のつどいに引き続いて開催します！

筆者：相談役　早坂幸起

　　北村山倫理法人会　　【事務局】山形県東根市温泉町1-2-2　　TEL.0237-41-2041　 FAX.0237-41-2042

倫理経営基礎講座
「第11講　苦難観の革新」

倫理研究所法人スーパーバイザー　伊藤俊郎　氏　

（埼玉県岩槻市　法人レクチャラー）

（広重美術館　副館長）
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筆者：相談役　早坂幸起

10月度経営者モーニングセミナー報告　(92社98名)

筆者：会長　奥山康博　

筆者：専任幹事　高橋進一

筆者：副会長　奥山浩哉　

筆者：女性委員長　田中幸子

～11月の行事予定～

（東北消防設備社長:山形市中央倫理法人会会長）

（元資生堂執行役員常務：最上町出身）

山形市中央倫理法人会　設立５周年記念講演会

（東根市議会議員:北村山研修委員長）

（埼玉県岩槻市　法人レクチャラー）

  数多い調査経験と事例を踏まえた事で成功パターンを真

似するよりも失敗例を参考にする失敗学の一端を学ばせて

いただきました。事例からの教訓を見ると正に倫理の学びを

し、相談できる倫友を持つことで最悪の事態は回避できると

確信させられました。 

 元銀行員から、製造業へ入社という異例の経歴の阿部社

長。たった5ヶ月でＩＳＯを取得することや、期待の幹部にはリタ

イヤされるなどの苦難続きであった。そこへ自分とは性格が真

逆の工場長が就任。お互いに補完し、伸展していくには、認

め合うことが重要とのこと。今後益々の伸びしろを感じさせる

阿部社長の講話でした。 

 金村医院で事務長兼メタボリックカウンセリングを担当し、加えて

ご自宅では、美容痩身サロンを経営する金村氏。更に、日本美

腸協会との出会いにより、協会認定のサロン、認定講師にもなら

れました。“腸の大切さ”“汚腸による体への悪影響”“食品添加

物の危険性”等々。山形県民の健康を願う、熱い気持ちが伝

わる講話内容でした！！ 

 宮城県倫理法人会の前会長でもあり、㈲若鮨の会長でも

ある伊藤SV。「私の歩んだ道」が全て、のちに学んだ純粋倫

理の教えに繋がっているというお話を、その時々のエピソード

を交えながらお話いただきました。事前対策こそが企業繁栄

の法則、１１月２１日の「職場の教養」は必読です。 

 苦難の原因には大きく二つある。それは「すぐ

自分で処置できること」と「自分ではどうにもなら

ぬこと」がある。最初の原因は自分自身にあり、

それは自分自身のわがままなふるまい、不自然

な生活にある。二つ目の原因は天変地異によ

る災害、家庭環境や遺伝などであり、これらの

「苦難を喜んで受けとめる」ことが丸山敏雄創

始者が人生における数々の過酷な体験から導

き出された苦難観である。 

 「苦難は人をより善くし、より向上させるために

起こる」それが苦難の意味であり、本質の一つ

である。 

 野球道を歩まれながら身に付けた真剣さとひたむきさを感じ

た講話。それは実は自営の父親の背中を追いかけてきたこ

とで得たもの。「子は親の心を実演する名優である」がご自

分の心に一番触れるという。3歳の長女と0歳の長男には第

6条を胸に愛情傾けながら日々精進を続けています。 



■えがおの人　北村山倫理法人会朝礼副委員長
昭和39年　大石田町生まれ
血液型　O型

■えがおの現場　

　代表取締役　長瀬 洋一

　創業：平成元年10月 設立：平成元年10月

　事業内容：情報通信システム施工 社員数：18名
　所在地：山形県北村山郡大石田町大字海谷1105-63

 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： 「倫理にありがとう」 テーマ： 「テレワークと隣の旦那」 テーマ： 「持続的成長に必要な・・・」

講 師： 　沼澤 勝太郎　氏 講 師： 　菅野 美奈子　氏 講 師： 　関根 近子　氏

テーマ： 「地域の音に魅せられて・・・」 テーマ： 「初心に帰ろう」 テーマ： 「倫理活動を通してみえる未来観」

講 師： 　阿部 太彦　氏 講 師 　松田　浩　氏 講 師： 　阿部 由晴　氏

テーマ： 「人生は出会いと気づき・・・」 テーマ： 「足下の実践を磨く」 テーマ： 「会長は楽しかった」

講 師： 　晋道 純一　氏 講 師： 　宮内 秀樹　氏 講 師： 　武田 博志　氏

テーマ： 「先人に思いを馳せる・・・」 テーマ： 「『夢』『謙虚』」 テーマ： 「0（ゼロ）NO.4」

講 師： 　和田 英光　氏 講 師： 　斎藤 栄司　氏 講 師： 　奥山 康博　氏

　今年度から山形県倫理法人会では従来のＭＳ出席者数だけではなく総出席率
　
　
　

【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

　長瀬 洋一　氏

       一般社団法人倫理研究所

（北村山倫理法人会　会長）

（天童市倫理法人会　相談役）

（法人レクチャラー）

（株式会社資生堂　顧問）

９月のＭＳ総出席率が22.3％と県内１位になりました！

（出席者数/会員数）での順位づけを行っております。今年度９月の第１回目の集
計で北村山倫理法人会が22.3％の総出席率で１位となりました。このまま25名から
30名ぐらいの参加人数があれば１位を継続できますので、どうぞご参加を。

　30日 　25日 　29日

（おやじ日本山形　代表） （天童市倫理法人会　会長）

　16日 　18日 　22日

（山形県倫理法人会　副会長） （北海道・東北方面　副方面長）

　9日 　11日 　15日

（フルート奏者） （山形市中央倫理法人会　会長）

　2日 　4日 　8日

（新庄最上倫理法人会　会長） （山形市蔵王倫理法人会　副会長）

　株式会社東北テレネット

村山Bブロック　H28年11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

 仕事の内容は、電気通信に関しての工事がメインで、電話設備や

電気工事、社内LAN、WANなど設計から施工までを主に行っておりま

す。大石田町や東根市内の一般企業様とのお取引が中心ですが、

官公庁の仕事として、大石田町や東根市の２自治体。又、山形県

内の一般企業様との取引を中心に東北６県の工事を請け負ってい

ます。「頼まれたら絶対に断らない！」をモットーに日々仕事に取り組

んでおります。あ、でも、いきなり依頼を受けて理由も分からずに叩か

れた値段の仕事は断りますよ（笑）。 

 倫理に出会ったきっかけは、アイタックルの水沢社長との再会です。

最初、天童倫理法人会に誘われたのですが、特に冬は通えないこ

とを理由に断りました。それで、近くにできたら入ると口約束していたら、

「今度北村山にできた！」と。それでしょうがなく、ですね。でも「倫理」

とは「人を正す」というイメージがあります。様々な人の話を聴くのは素

晴らしいことですし、倫理の方々は自分のこともきちんと聴いてくれま

すので、上辺だけでなく深く人との繋がりが作れると思っております。

今はロクでもない自分が少しでも変われば、との思いでおります。 

好きな十七か条はなんですか？ 

【四】人は鏡、万象はわが師 

自分という人間は、すぐ相手に不平不満を言うタイプなん

です。でも「人は鏡」。結局自分も相手に対して同じことを

して不平不満を与えているということに気がつきました。 

オフタイムの過ごし方を教えてください？ 

ドライブが趣味で、最近は道の駅巡りをしております。今

道の駅ではスタンプラリーをしていて、スタンプを集めるの

が楽しいですね。それとその土地その土地のちょっとしたお

土産を買ってきます。各地の南蛮味噌は必ず買います。 

好きな言葉や座右の銘は？ 

「心こそ心迷わす心なれ 心に心心許すな」 

                       （沢庵禅師） 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
自分がブスッとしていると相手もブスッとなるのでなるべく

ニコニコするように努力しています（人は鏡）。また、若い

人の成長を感じた時や達成感を感じたとき心から嬉しい

ですね。 
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