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　新年明けましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては夢と希望に満ち溢れた新年をお迎えになられたことと謹んでお喜び申し上
げます。昨年もモーニングセミナーを始め、各種行事にご参加ご協力いただきましたこと厚く感謝申し上げます。
　さて元旦の日経新聞一面トップ見出しは「「当たり前」もうない」。確かに従来の技術や方式だけに頼っては通用しない時代です。しかし純粋
倫理を基底にする心の経営はどこまでも通用する「当たり前」です。今年も「明朗」「愛和」「喜働」の実践で家庭・会社・地域を充実させ、そし
て日本創生の実現のため昨年以上に熱い活動を進めましょう。また本年度は４年目として不動の百社体制を確立させる時期でもありますので
普及とＭＳ出席のご協力もお願いいたします。皆様のご健勝とご多幸を祈念し、新年の挨拶といたします。

12/3　第172回　経営者モーニングセミナー（15社16名）　 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「純粋倫理を学ぶ」 テーマ： 「経営教育40年ー全員経営」

講　師： 有坂 宏一　氏（北海道・東北方面　方面長） 講　師： 　高橋 茂人　氏

 1月14日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「仕事の出来る人は美しい姿勢と肌を持っている」

講　師： 　設楽 美保子　氏

 1月17日（火）山形市霞城倫理法人会設立式典

場　所： 山形グランドホテル　17：30～

12/10　第173回　経営者モーニングセミナー（20社23名） 講　演： 　和田　毅　氏

テーマ： 「合同ワイン会社東根フルーツワイン設立とワイン製造・販売までの軌跡」

講　師： 阿部 利徳　氏（東根フルーツワイン　代表）  1月20日（金）18:30～ 　倫理経営基礎講座

テーマ： 「第13講　物と金銭に対する心得」

講　師： 　盛田 良次　氏 （法人アドバイザー）

場　所： さくらんぼ東根温泉「石亭小松」

 1月21日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「倫理法人会憲章が教えるもの」

講　師： 　盛田 良次　氏

12/17　第174回　経営者モーニングセミナー（15社15名）  1月28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～」 テーマ： 「7回の引っ越しと9回の転勤で今山形です。」

講　師： 和田 淳二　氏（東根市森林組合） 講　師： 　竹野 和史　氏

12/24　第175回　経営者モーニングセミナー（18社22名）
テーマ： 「宮城倫理経営塾に参加して」
講　師： 水沢 正志　氏（山形県倫理法人会　幹事長）

12/31　第176回　経営者モーニングセミナー（21社21名）
テーマ： 「『夢・謙虚』」
講　師： 斎藤 栄司　氏（天童市倫理法人会　会長）

 1月　7日（土）

（日本生命保険(相)　村山営業部営業部長）

　“寺子屋”です！

北村山倫理法人会会報 平成29年1月号

～1月の行事予定～

（ＢＭネットワーク　代表）

（山形市中央女性委員長　カイロプラクティック設楽整体院）

（倫理研究所　普及事業部　部長）

倫理研究所　有坂 宏一　方面長

「第12講　倫理経営とは」
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12月2日（金）　倫理経営基礎講座

会長　奥山 康博　

筆者：県広報委員長　五十嵐久仁子　

北村山倫理法人会は地域の

筆者：事務長　菅原雄一　

12月度経営者モーニングセミナー報告　(89社97名)

筆者：相談役　早坂幸起　

筆者：研修副委員長　東海林るみ　

筆者：研修委員長　白井健道　

筆者：朝礼委員長　菅野正行　

会場をクアハウスさんに移動して最初のMSは北村山２回目の

有坂方面長の講話です。「栞」の読み方として①先入観をで

きるだけ排除して、初心に帰って謙虚に読む。②頭の世界だ

けでなく行動に結びつける読み方をする。これらのことを思い

返すのが毎週１回のMSであり、心にスイッチを入れるきっかけと

なる、というお話でした。 

2014年ピオレドール（黄金のピッケル）アジア受章の和田さん

による山形と周辺の山の紹介。春夏秋冬それぞれの魅力を

鮮やかな写真で紹介いただきました。我々が普段目にするこ

とのない絶景の数々は、和田さんが命の危険さえも何度か

体験したあくなき挑戦によって堪能できたもの、山形の新たな

魅力を気付かせてくれました。 

水沢幹事長と初めて個人的に会ったのは「肩が上がらないから

直してくれ！」と言われた時でした。多くの従業員が会社を去って

いき、会社の経営者としてどう在るべきなのかなあ～と、にこやか

に話している姿が印象的でした。私としてはもう少し肩の力をぬい

てやていくといいのかなあと感じながらお話を聞かせていただきま

した。 

青年海外協力隊での活動や、今まで記憶に残る講演の紹介をし

ていただきました。「今しないなら一生しないと同じ」「自分の与えられ

た縁に価値を見出す人こそ成功する」「仕事に制限を設けない」

等々。テーマの「夢」「謙虚」という文字は、自分にあった文字を選

んでもらったものと伺いましたが、斎藤会長の今後のテーマでもあり

ました。 

東根市初のワイナリーとして10月に設立され、東根市特産

の果実を100％用いたフルーツワインを製造・販売するまで

の思いをお話ししていただきました。精密に成分を分析・研

究し、高品質で健康に良い物をというこだわりを持っており、

ワインを通じて地域を笑顔にするという情熱に感動しました。 

 倫理経営とは、万人幸福の栞で学んだ事を

活かす経営の事。「倫理」の字が意味するのは、

人が一つ屋根の下(家庭、組織)で暮らすため

の筋道。経営の「経」は動かない軸、原理原

則であり、「営」は状況に合わせアクティブに変

化させる策や技。そして、経営に求められる倫

理とは、人間のよき行為を積極的に示す規範

であり、自分の生き方を律し日々の生活に生き

て働くものでなくてはならない。 

 テキストの他、倫理経営を実践する本家伴久

とタクミライスの事例や、品川出身有坂方面長

の人間味溢れるお話に楽しく学びました。 



■えがおの人　北村山倫理法人会　普及拡大委員長
株式会社明友　取締役副社長
昭和34年　尾花沢市生まれ

■えがおの現場　 血液型　O型

　代表取締役社長　西塚義冶 創業：明治37年

　社員数：53名 設立：昭和46年

　事業内容：菓子製造業、飲食業　他
　所在地：山形県尾花沢市五十沢字前森山1432-1

 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： 「天童市倫理法人会に希望あり」 テーマ： 「新年の挨拶」 テーマ： 「新年式」

講 師： 　斎藤 栄司　氏 講 師： 　寒河江市八幡宮 ご祈祷ＭＳ 講 師：

テーマ： 「旅館よもやま話」 テーマ： 「ハーブから得た普及のヒント」 テーマ： 「感温報射」

講 師： 　高橋 ゆき江　氏 講 師： 　三上 浩子　氏 講 師： 　寺嶋　孝　氏

テーマ： 「嫁ぐということ　4世代8人家族から学ぶ」 テーマ： 「災害支援の裏話」 テーマ： 「純粋倫理の実践　そして中川イセ精神から学ぶ」

講 師： 　沼澤 美華　氏 講 師： 　早坂 佑一　氏 講 師： 　今田 由美子　氏

テーマ： 「私と倫理」 テーマ： 「未定」 テーマ： 「技能五輪山形大会」

講 師： 　板垣 喜代志　氏 講 師： 　沼澤 勝太郎　氏 講 師： 　早坂　幸起　氏

山形県倫理法人会山形Bブロック講演会　特別イブニングセミナー
平成29年2月3日（金） 受　　付 17：30～18：30

　 1,000円（懇親会3,000円） 講演会 18：30～20：00

東根温泉「よし田川別館」 懇親会 20：30～21：30

　 株式会社てっぺん　代表取締役/一般社団法人日本朝礼協会　理事長　大嶋啓介　氏

日　時

聴講料

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

（村山Bブロック長　エツキ）

（天童市倫理法人会　女性委員長）

（法人レクチャラー　）

　25日 　27日 　31日

（村山Ａブロック長　板垣商店） （新庄最上倫理法人会　会長）

　18日 　20日 　24日

（龍岩寺ご住職の奥様） （山形絆の架け橋ネットワーク　代表理事）

　11日 　13日 　17日

（松柏亭あづま荘　女将） （山形市蔵王倫理法人会　女性委員長）

　4日 　6日 　10日

（天童市倫理法人会　会長）

　株式会社明友

村山Bブロック　H29年1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

　西塚 誠一　氏

 明治に駄菓子や雑貨を売り始めたのが今の社長の祖父であり、私

の曽祖父です。私の小さいころはご祝儀菓子や仏事菓子などの注

文を家族総出で菓子作りをしていた記憶があります。当時はまだ式

場や葬祭場なども無く、自宅やお寺に配達に行っていました。西塚

菓子舗を現在の株式会社 明友という名で設立したのが現社長

(叔父)で、山形駅前に店舗を出店したり蔵王温泉や宮城県栗原市

にも出店いたしましたが、3.11の影響で閉店を余儀なくされました。 

 売上的にも苦しい時期で、そのときの出会いが倫理法人会の入

会きっかけになっていると思います。何回も誘いは受けていましたが、

きっかけが無く自分でも今の状態から精神的に脱却したいと思って

いたからでしょうか？すんなりと新庄最上倫理法人会に入会しました

が、思っていたのと違ったイメージがあり、ちょっと違和感をおぼえた記

憶があります。しかし、社長夫妻がクリスチャンということもあり、聖書

の内容と重なる部分が多くすぐに馴染むことが出来ました。今まで何

気に流れていた事が倫理を学び気づかされて、感謝と感動の日々

を前より多く過ごすことができています。 

好きな十七か条はなんですか？ 

【二】苦難福門（くなんふくもん） 

当時すごく感動したこと。悩んでいたときにクリスチャンでも

ない妻から開いてみてと言われた、聖書のヘブル人への

手紙の頁。『すべての訓練は、当座は、喜ばしいものとは

思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になれば、

それによって鍛えられる者に、平安な義の実を結ばせるよう

になる。』と内容が重なりこの言葉は励ましになっています。 

オフタイムの過ごし方を教えてください？ 

モンテディオ山形のサッカー観戦、アウェーは北海道から

九州まで行きました。また、ロードバイクでツーリングにも昨

年は湯の浜や、宇都宮から山形まで自転車で帰ってきた

ことも。 

好きな言葉や座右の銘は？ 

神は超えられる試練しか与えない。 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
モンテディオ山形の応援で大きな声を出しストレス発散する

こと。 
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