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1/7　第177回　経営者モーニングセミナー（20社20名）　 2月 1日（水）17：00～　西道精工㈱新春公開セミナー

テーマ： 「経営教育40年-全員経営」 テーマ： 「町工場の挑戦」

講　師： 高橋 茂人　氏（BMネットワーク代表） 講　師： 　浜野 慶一　氏（浜野製作所代表取締役）

場　所： さくらんぼ東根温泉　「嵐の湯」

2月 3日（金）　村山Bブロック特別イブニングセミナー

テーマ： 「心のスイッチに火をつけろ！」

講　師： 　大嶋 啓介　氏（てっぺん代表取締役）

場　所： さくらんぼ東根温泉　「よし田川別館」

2月 4日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「心のスイッチに火をつけろ！MSバージョン」

1/14　第178回　経営者モーニングセミナー（13社16名） 講　師： 　大嶋 啓介　氏

テーマ： 「仕事の出来る経営者は美しい姿勢と肌を持っている」

講　師： 設楽 美保子　氏（カイロプラクティック設楽整体院） 2月11日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「愛と笑顔と純粋倫理」

講　師： 　菅野 美奈子　氏

2月18日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「富士研報告会」

講　師： 今年度富士研参加者有志

1/21　第179回　経営者モーニングセミナー（12社13名） 2月24日（金）18:00～ 経営者のつどい

テーマ： 「倫理法人会憲章が教えるもの」 テーマ： 「運命を切り開く」

講　師： 盛田 良次　氏（法人局参事　法人アドバイザー） 講　師： 北林 正規　氏（秋田県倫理法人会会長）

場　所： さくらんぼ東根温泉　「石亭小松」

2月25日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「活力朝礼と笑顔の実践」

講　師： 北林 正規　氏

1/28　第180回　経営者モーニングセミナー（14社17名）
テーマ： 「7回の引っ越しと9回の転勤で今山形です」
講　師： 竹野 和史　氏（日本生命村山営業所営業部長）

　山形県倫理法人会では今年度から毎月の単会毎の当該単会（自単会）出席率と、
役員朝礼出席率の一覧表を役員会資料に掲載しております。
　当該単会参加者数だけでみると5位から6位グループですが、出席率では10月が20.9％
で1位、11月が19.8％で1位、12月が21.4％で1位となっています。しかしながら役員朝礼の
参加率は3カ月連続9位となっておりまして、こちらの方は少し低迷しております。
　県のMS委員会では経営者モーニングセミナーの活性化をはかることを目的に、2月から
「DOIN50・30コンテスト」をスタートします。役員朝礼参加者50％とMS参加者30％を目標に
単会毎に役員朝礼出席率（単会役員）とMS出席率（単会所属会社数）を順位毎に数
値化し、累積点数を競うというものです。年度末には、①役員朝礼出席率上位3単会
②MS出席率上位3単会、③総合優勝1単会、には副賞を添えて表彰するそうですので、
会員の皆さんご協力をお願いします。特に役員の皆さん、役員朝礼への出席宜しくお願
いします（相談役からのお願いでした）。

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　

　　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

（秋田県倫理法人会会長）

（山形市霞城倫理法人会　会長）

（北村山倫理法人会富士研参加メンバー）

筆者：相談役　早坂幸起　

筆者：女性委員長　田中幸子　

MS当該出席率で３カ月連続で１位になりました！

1/20　倫理経営基礎講座
「第13講　物と金銭に対する心得」

倫理研究所法人アドバイザー　盛田 良次　氏　
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1月度経営者モーニングセミナー報告　(59社66名)

筆者：会長　奥山康博　

筆者：朝礼委員長　菅野正行　

～2月の行事予定～

（てっぺん代表取締役、日本朝礼協会理事長）

同僚としての孫正義や恩師の野田一夫との出会いと名言

を紹介。毎年数百人の経営者を指導して見えてくる時代の

変化とポイントを提示。変化を望まなくなったら若さを失った時

であり、変化を進化にしていかなければ企業の発展は無いと、

全く時間が足りない熱い講話でした。 

倫理法人会憲章の倫理法人会活動指針に「自然を畏敬・

親愛し、「地球人」たる自覚を深め、環境の保全と美化に貢

献する。という項があります。このまま温暖化が進めばあと８０

～１００年で地球は人間が住めなくなる環境になってしまうと

いう衝撃的なお話でした。「地球倫理」というテーマが非常に

身近に感じられるようになりました。 

営業管理職の出世街道を突き進んでこられた竹野部長。９

回の転勤を繰り返す中では、ご本人の葛藤、支える奥様の

苦悩、様々なご苦労があったようです。そうした環境だからこそ、

ご夫婦の絆がさらに深まったようにも感じました。倫理法人会

での学び、実践されている事を話されたとき、ご両親に思いを

人に喜ばれる仕事、そしてまた家族の生活の為、ギックリ腰

を良くしてもらった整体の仕事を始めた経緯を話していただき

ました。正しい姿勢（美しい形）は自律神経の流れを良くし、

肌を美しくする、それは役員朝礼の形そのものだと教えられま

した。いろいろもっと詳しく身体のことについて聞いてみたいと

思いました。 

 “物と金銭に対する心得”というテーマは事

業経営を支える重要なファクターであると思

う。 

 その中でも、物は生きている。という考え方

はとても面白い。普通、物はものであり、無

機的なものでしかないと考えていたが、物は

生きているというのである。その物が道具で

あれば、道具として役に立つときこそが、道

具が働きという役目をもって生きてくるのであ

る。物が生きているからその物に生命が宿

る。というのである。なるほど、私が仕事で

使う工具や機械も生きているのであり、それ

を生かすも殺すも私次第なのだときづいた。

そして物のシンボルがお金なのであると教え

て頂いた。お金は生かして使う人を好むらし

い。～中略～ 喜んで働くものに与えられる

天からの恵みなのだそうだ。という事は、私

はまだまだ働きが足りないのかもしれない。 



■えがおの人　北村山倫理法人会　事務長
株式会社大風印刷　東根営業所所長

昭和50年　東根市生まれ

■えがおの現場　 血液型　A型

　代表取締役社長　大風　亨 創業：昭和22年

　社員数：140名 設立：昭和31年

　事業内容：一般印刷、機密書類作成、定期刊行物、インターネットサービス　他

　所在地：山形県山形市蔵王松ヶ丘一丁目2番地6

 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： 「～その人がその人らしく生きられることを願って～」 テーマ： 「やさしい慈恩寺ガイド」 テーマ： 「出会い、そして倫理に包まれて」

講 師： 　鈴木 多鶴子　氏 講 師： 　大宮 富善　氏 講 師： 　桜井　仁　氏

テーマ： 「共尊共生と地域社会の繁栄」 テーマ： 「事前対策」 テーマ： 「足下の実践を磨く」

講 師： 　五十嵐 慶三　氏 講 師： 　伊藤 俊郎　氏 講 師： 　宮内 秀樹　氏

テーマ： 「疾病信号から学ぶ　希望は開運を招く」 テーマ： 「倫経一体の実践」 テーマ： 「物の整理は心の整理」

講 師： 　齊藤　実　氏 講 師： 　水沢 正志　氏 講 師： 　小林 秀樹　氏

テーマ： 「会長になって、楽しかった」 テーマ： 「一歩踏み出すと 景色が変わる」 テーマ： 「未　定」

講 師： 　武田 博志　氏 講 師： 　荻原 拓哉　氏 講 師： 「未　定」

山形市霞城倫理法人会が誕生しました！
今年１月に県内15番目の単会として「山形市霞城倫理法人会」が誕生しました。

　「愛と笑顔と純粋倫理で、打つ手は無限」をスローガンに、老若男女誰でも参加できる倫理 （AISOHO企業組合）

法人会を目指します。特に若い人や女性に大いにパワーを発揮していただいて活気ある会を MS 毎週水曜日 朝6：30～7：30

　目指していきます。気づきと学びの場である経営者モーニングセミナーにぜひご参加ください。 会場 山形市「山形グランドホテル」

　株式会社大風印刷

村山Bブロック　H29年2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

　菅原 雄一　氏

　1日 　3日 　7日

（虹のかけはし　アンデルセン読み語りの会　代表） （寒河江市教育委員会　生涯学習課）

　　８日 　10日 　14日

（山形県倫理法人会　前会長・相談役） （宮城県倫理法人会　法人スーパーバイザー　）

　15日 　17日 　21日

（秋田県倫理法人会　法人スーパーバイザー　） （山形県倫理法人会　幹事長）

　22日 　24日 　28日

（天童市倫理法人会相談役　タケダ自動車社長） （鶴岡市倫理法人会　普及拡大委員長）

菅野 美奈子

（山形県倫理法人会　研修委員長）

（倫理研究所　北海道・東北方面副方面長）

（寒河江市倫理法人会　相談役兼普及拡大委員長）

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

       一般社団法人倫理研究所

 大風印刷とは、社長の苗字を取り大風印刷となっています。主な、事業
内容は、販促物に係るもの（印刷・冊子物・カラーのチラシ文字物・記念

誌・書物）等で、その中でも当社の強みであるセキュリティー印刷が、他社を

抑え強みとしています。セキュリティー印刷とは、口外出来ないような印刷物

です。セキュリティーの印刷を請け負いさせて頂くうえで担当する部署の社員

は、外部に情報を一切漏らさないのはもちろんのこと、担当する家族構成は

元より、指紋認証をした上でしか入る事の出来ない部屋等を整備しておりま

す。 

 近年はプリンターも白黒からカラーに変わり、印刷出来ない物が無いと言

われているほどです。ボールペンやゴルフボール等にも印刷が可能で、水と

空気以外のものには可能だと思います。他には、デジタル関連の販促物と

して、ホームページの制作等も承っております。倫理との出会いは、北村山

倫理法人会を設立する一年前に天童市倫理法人会に入会させて頂きま

した。最初の頃は凄く違和感があり、役員朝礼も凄い事をやっていると思い、

中々朝礼に入れずに入たのを思い起こします。今では、自分自身が落ち

込んでいる時や、壁にあたった時などモーニングセミナーに参加させて頂き

ますと、朝のエネルギーが自分自身への活力につながり、新たな活力と気

づきを頂く事ができ、それが仕事へと繋がっています。 

好きな十七か条はなんですか？ 

【三】運命自招（うんめいじしょう） 

自分自身のテーマであり、課題でもあります。事を成そうと

するが中々出来ず、出来ないが達成したい。『目の前に

きたあらゆる機会をとらえて、断乎として善処する人、一度

こうと目的を定めたら、終始一貫やってやりぬく人、これが

世に言う成功者である。』と思いが重なり目標であり、課

題となっています。 

オフタイムの過ごし方を教えてください？ 

ゴルフが好きで、中々当たらないボールに当てた時の、感

覚が楽しく、ゴルフだけを考え没頭し、プレーする時間が好

きです。 

好きな言葉や座右の銘は？ 

一心不乱 季下に冠を正さず 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
ストレスをためない様にする為にも、過去を振り返らず、前を

つき進むです。 
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