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11/5　第168回　経営者モーニングセミナー（23社23名）　
テーマ： 「初心に帰ろう」
講　師： 松田　浩　氏（山形市中央倫理法人会　会長） 12月 2日（金）18:30～ 倫理経営基礎講座

テーマ： 「第12講倫理経営とは」

講　師： 　有坂 宏一　氏

12月 3日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「純粋倫理を学ぶ」

講　師： 　有坂 宏一　氏

11/12　第169回　経営者モーニングセミナー（23社27名） 12月10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」 テーマ： 「合同会社東根フルーツワイン設立と

講　師： 白井 健道　氏（東根市議会議員）

講　師： 　阿部 利徳　氏（東根フルーツワイン　代表）

12月14日（水）山形県倫理法人会設立25周年記念式典

場　所： 山形グランドホテル（山形市）

式　典： 16：00～17：15講　演： 17：30～

記念講演：致知出版社　藤尾秀昭　社長

12月17日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「私の登山　～山形と、周辺の山～」

11/19　第170回　経営者モーニングセミナー（18社19名） 講　師： 　和田 淳二　氏

テーマ： 「意識して実践」
講　師： 小野寺 貫一　氏（さいたま市岩槻区　相談役） 12月24日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「宮城倫理経営塾に参加して」

講　師： 　水沢 正志　氏

12月31日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「『夢』『謙虚』」

講　師： 　斎藤 栄司　氏

11/26　第171回　経営者モーニングセミナー（22社24名）
テーマ： 「浮世絵に学ぶ」
講　師： 梅澤 美穂　氏（広重美術館　副館長） テーマ：　「倫理と清掃」

講　師：　　法人レクチャラー　小野寺 貫一　氏　
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筆者：青年副委員長　森　里史

11月度経営者モーニングセミナー報告　(86社93名)

筆者：相談役　早坂幸起　

筆者：MS副委員長　田中昌明　

筆者：副専任幹事　佐藤伸二　

筆者：相談役　早坂幸起　

～12月の行事予定～

（倫理研究所北海道・東北方面　方面長）

（倫理研究所北海道・東北方面　方面長）

ワイン製造・販売までの軌跡」

11/18　　イブニングセミナー経営者のつどい

ボジョレー・ヌーボー解禁！あづまやさんのワインパーティー

北村山倫理法人会は地域の“寺子屋”です！

筆者：副会長　奥山浩哉　
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（天童市倫理法人会　会長）

（東根市森林組合）

（山形県倫理法人会　幹事長）

12月からのMS会場はクアハウスさんです！

  入会してからもずっとのらりくらりと役から逃げ回っていたが、

今回の会長職は腹を決めて倫理の実践（実験）という思い

で素直に引き受ける。山形市中央倫理法人会はおかげさま

で設立５周年、倫理（倫友）に包まれている心地よさを感じな

がら「初心」を忘れずに潤いのある単会運営を実践中です。 

 前日の経営者の集い後、ワインを楽しむ会にも参加その後

三次会まで行かれたとお聞きし年齢を感じさせないバイタリ

ティさ、その源は 倫理法人会入会後の富士研に参加されて

からの清掃の実践をし、環境変化を体験した事から来ている

との事。倫理は意識して当たり前の事をやるだけ、実践する

のみだそうです。  

 広重美術館は平成9年に開、江戸時代に天童織田藩が初代

歌川（安藤）広重に依頼して描かせた肉筆画を天童広重と呼ぶ。

浮世絵は庶民のパワーが終結した江戸を代表する大衆文化で

あり、大名家から町絵師に作画が依頼されるというのは珍しい

ケースだったという、当時世界最大の都市であった江戸は見事な

循環型社会が根付いていたようです。 

 人口減少は直接税収の減少へつながる為、将来は行政

が資機材を提供し地元住民が率先労務参加する社会の

実現等今までにない新たな発想が大事であり、市・町・村

という枠にとらわれる事なく北村山地域全体として広域的に

考える政策が今後必要であるとの提言をいただきました。 

 建設機械のレンタル販売修理業を経営する氏

の会社に、ご近所から騒音や振動に対するク

レーム、しまいには立ち退きを要求される。そんな

会社が立ち退きどころか、感謝されるようになっ

たのには、富士研での気付きだという。挨拶さ

れても返事が出来ない。廊下をバタバタと歩く。

自分の言動がそのまま会社経営に反映されて

いたことに気づき、トイレ清掃や挨拶の実践を

行ったとのこと。経営も心もち次第と感じました。 
 去る１１月１８日、ボジョレーヌーボーの解禁日に合わせ

て、あづまやさん恒例「ワインパーティー」が開催されました。

また、同日に(株)東部重機の小野寺貫一社長を講師に

お招きした「経営者の集い」も実施され、小野寺社長にも

同席いただきました。 

 会では、女将さんの娘、舞さん・結さんがお洒落な装い

でお手伝い、東海林社長のお姉さんの娘さんによる「ベ

リーダンス」の祝宴などもあり大変盛り上がりました。 

 抽選会でも倫理法人会のテーブルは大当たり続出！

中締め後もしっかり飲ませていただき大変お世話になりま

した。 



■えがおの人　北村山倫理法人会青年副委員長
昭和47年　東根市生まれ
血液型　A型

■えがおの現場　

　代表取締役社長　森　里史 創業：大正３年

　社員数：18名 設立：昭和35年

　事業内容：化粧品小売、スポーツジム運営　他
　所在地：山形県東根市三日町４-１-３４

 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： 「腸から健康を考える」 テーマ： 「先人に思いを馳せる：特攻の街知覧」 テーマ： 「成功の秘訣」

講 師： 　金村 恵美子　氏 講 師： 　和田 英光　氏 講 師： 　原田 善征　氏

テーマ： 「企業の危機から救ったもの」 テーマ： 「私と倫理」 テーマ： 「未定」

講 師： 　海野　晋　氏 講 師： 　板垣 喜代志　氏 講 師： 　佐藤 英夫　氏

テーマ： 「喜感謝のこころで」 テーマ： 「未定」 テーマ： 「純粋倫理の『ものさし』で企業を元気に」

講 師： 　大村 秀明　氏 講 師： 　工藤 亮輔　氏 講 師： 　新田 裕之　氏

テーマ： 「倫理を知る様になって」 テーマ： 「社員と紡ぐ感謝の心を巡拝用品に込めて」 テーマ： 「未定」

講 師： 　渋谷 順子　氏 講 師： 　松岡　賢　氏（DVD研修） 講 師： 　中西 和則　氏

山形県倫理法人会設立25周年記念・講演会・祝賀会開催のご案内
平成28年12月14日（水） 受　付 15：00～16：00

　 5,000円（祝賀会参加者のみ） 記念式典 16：00～17：15

山形市「山形グランドホテル」 記念講演会 17：30～19：30

　 致知出版社　社長　藤尾秀昭　氏 祝賀会 19：45～21：00

日　時

会　費

会　場

講　師

【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

       一般社団法人倫理研究所

（寒河江市倫理法人会　専任幹事）

（山形市中央倫理法人会　相談役）

（酒田市倫理法人会　会長）

（法人アドバイザー　）

　28日 　30日 　27日

（福島県法人レクチャラー 渋谷レックス(株)） （(株)マツオカ　）

　21日 　16日 　20日

（札幌市法人スーパーバイザー　(株)綜和） （工藤コンクリート(株)）

　14日 　9日 　13日

（寒河江市副会長 カイノ電器） （村山Ａブロック長　板垣商店）

　7日 　2日 　6日

（MKメディカルジャパンヘルスケア代表） （おやじ日本山形　代表）

　有限会社あぶらや

村山Bブロック　H28年12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

　森　里史　氏

 創業者はビン付あぶら・かんざし等を行商販売していたので「あぶら

や」と言われるようになったのが始まりです。そのまま屋号になり、その

流れで昭和35年に化粧品販売を皮切りに、その後は婦人服の販売

も始めました。創業当時から女性に貢献する会社という主旨を先代

から引き継ぎ、平成22年に新規事業としてスポーツジム「Ｃｕｒｖｅｓ」を

始めました。 

 運動初心者の方でもお気軽に始められる健康サポートのお店とし

て現在、東根の会員は450名を超え新庄店も2017年4月にオープン

の予定です。 

 健康と美容の店として地域の女性の皆様に貢献できるよう、「綺麗

の源は健康から」をモットーに日々精進しております。 

 入会のきっかけは、早坂前北村山会長と武田前天童会長からお

誘いをうけたのがきっかけです。実は高校の時、陸上部顧問の先生

の担当科目が「倫理」で「挨拶・礼儀正しさ」などを日頃から躾られ

ていたせいか、誘いを受けた際もさほど抵抗を覚えませんでした。 

 この高校時代の事が今の自分の芯になっています。 

好きな十七か条はなんですか？ 

【六】子女名優（しじょめいゆう） 

子供も高校生になり、見ていると特に悪いところが自分と

似ているなと実感する場面が多いです。また、従業員も

同様に感じる事があります。 

オフタイムの過ごし方を教えてください？ 

マラソンの大会に出るのが唯一の楽しみです。走ってい

る最中は、ゴルフを楽しんでラウンドしているのと同じような

感覚です。今年東京マラソンにも出場しました。すばらし

い景観の中とても気持ちのいい経験をしました。 

好きな言葉や座右の銘は？ 

「想いは手法の上流にあり、されど手法なき想いは無力

なり」 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
常に前向きで楽しいことを考えていると、自然に笑顔に

なってきます。マイナスな言葉を言わない事が、笑顔にな

る秘訣だと思います。 
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