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3/4　第185回　経営者モーニングセミナー（20社25名）　
テーマ： 「天童将棋駒　伝統の継承」
講　師： 中島 正晴　氏（中島清吉商店　代表） 4月 1日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「ここにしかない温かさ」

講　師： 　東海林 るみ　氏

4月 7日（金）18:30～ 倫理経営基礎講座

テーマ： 「第14講　家庭と事業」

講　師： 　丸山　弘　氏

3/11　第186回　経営者モーニングセミナー（14社17名） 4月 8日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「我が、使命感・3KM・成功への十訓」 テーマ： 「続いてこそ倫理（みち）」

講　師： 倉　弘司　氏（北村山倫理法人会副事務長） 講　師： 　丸山　弘　氏

4月11日（火） ４月度役員会
テーマ： 「普及について」※昼食しながらになります。

会　場： 東根市「ペコリーノ」さん

会　費： 500円（今回からいただくようになりました）

4月15日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「千代寿と山形の日本酒」

3/18　第187回　経営者モーニングセミナー（16社16名） 講　師： 　大沼 寿洋　氏

テーマ： 「ささやかな人生（実践）」
講　師： 佐藤 正男　氏（天童市倫理法人会専任幹事） 4月17日（月）18:30～ 新庄最上倫理経営講演会

テーマ： 「大転換の時代－新に挑む－」

講　師： 森　誠　氏（法人スーパーバイザー）

場　所： 新庄市　「ザ・リヴィントン」

4月18日（火）18:00～ 天童市倫理経営講演会

テーマ： 「大転換の時代－新に挑む－」

講　師： 三上 忠男　氏、堀内　薫　氏

場　所： 天童市　「ホテル王将」

3/25　第188回　経営者モーニングセミナー（21社21名） 4月22日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「善因善果」 テーマ： 「マネーセミナーで福利厚生」

講　師： 川又 久萬　氏（倫理研究所名誉専任研究員） 講　師： 　進藤 真文　氏

4月29日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「大先輩の教えに恵まれて61年」

講　師： 　藤田　力　氏

北村山倫理法人会は地域の“寺子屋”です！

北村山倫理法人会 平成29年度 倫理経営講演会　「大転換の時代“新”に挑む」

　　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

筆者：相談役　早坂幸起　

筆者：専任幹事　高橋進一　

筆者：会長　奥山康博　

（法人スーパーバイザー　(株)ビッグ東北）

（メットライフ生命保険　シニアエキスパートコンサルタント）

（千代寿虎屋株式会社　代表取締役）

（まごころ開発株式会社　代表取締役）

北村山倫理法人会会報 平成29年4月号

3月度経営者モーニングセミナー報告　(71社79名)

筆者：女性副委員長　矢作孝子　　

筆者：女性委員長　田中幸子　

～4月の行事予定～

4月からのMS会場はあづまやさんです！

（さくらんぼ東根温泉　民謡の宿あづまや　女将）

（法人スーパーバイザー　(株)ビッグ東北）

江戸時代末期、天童の織田藩の武士の内職として始まり現

在まで受け継がれてきた匠の技の結集「天童将棋駒」静か

にしかし熱い思いを感じさせる中島さんのお話は歴史を担う責

任と使命からなのでしょう。後継者作りに日々悩みながらも新

しい発想と柔軟さで前進し続ける素晴らしいご講話でした。 

冒頭は県議選に２度挑戦し２度落選した話から始まり、倫理法人会

に入会して学ぶ中で、自分は人の意見を聞かずに「我」で動いてい

たことに気づく。それ以来政治とはきっぱりと縁を切って、現在の職場

に。ここからが「ささやかな実践」の始まりです、職場の教養も受け

取ってもらえなかった職場が実践により少しずつ変わっていく様子を、

ユーモアを交えた軽妙な語り口でお話していただきました。 

「わたしたちの学びのポイントは何なのか」、「なんのために学んでいる

のか」、目的は幸福になるための「心のあり方」。純粋・すなお＝不

安も心配もない正常心の心境をもつためには常に明朗でなければな

らない、栞の17カ条は「明朗」になるための内容であります.。やさしく

丁寧でわかりやすくそれでいてとても熱い川又先生から、『善因善

果」による情熱と魂をいただけたことは北村山の経営者の心にきっと

長く根強いてくれるものとなるでしょう 

3.11 東日本被災地に思いを馳せ、講話は始まりました。ご自身の半

生を、孔子の論語を軸にトレンドチャートにしての内容はとてもわかりや

すく、たくさんの気づきがありました。OA機器メーカーでは全国トップ『タ

イガー』の称号。ポケットにアジシオを入れて奮闘したハウスメーカー時

代。その後、紆余曲折を経て、仕事への使命感、心の支えとなる

数々の教え、そして倫理での学びがあり、現在倉さんのチャートは、公

私共に上昇トレンドのようです‼ 

 渡辺昇子法人レクチャラーから事業体験報告、川又名誉専任研究員より大転換の時代新に挑むの講話をいただきま

した。年度末の金曜日という大変行事の多い中での開催となりましたが、お二人のご高名な先生のお陰で集客は前年よ

りも拡大したことは助かりました。 

 渡辺法人レクチャラーには「実践の無い倫理は倫理ではない」それを素直に受けとめて実際行っている３つの実践を紹

介し、全てのものに感謝する姿勢が社員も変わって来た内容を報告されました。６転び７起きの題名の通りの転業を繰り返

したものの一途に夫についてきたことによる成功と一万円の大切さを感じた体験からの価値観と使命感を貫く仕事への取り

組みを伺いました。 

 川又先生より、これまでの資本主義は物作りが中心で物に恵まれた時代にはなったが心の豊かさを置き去りにしてしまっ

た。原点に返る意味で①正しい目的で事業をしているか②家庭の安定・合一に努めているか③常に希望を高く掲げ社員

の将来に責任を持つ意識を持たなければならないことを大変わかりやすく講話していただけました。 

また実践は意識的に、継続して、一貫して行ってこそ結果が出ることも熱い講話から素直に心に落ちました。 
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■えがおの人　北村山倫理法人会　朝礼委員長
菅野カイロプラクティック　代表

昭和30年　東根市生まれ

■えがおの現場　 血液型　Ｏ型

　代表　菅野 正行 創業：平成19年

　事業内容：整体業

　所在地：山形県天童市川原子2962-3

 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： 「人生の出会い　そして感動を求めて」 テーマ： 「道と術」 テーマ： 「自分でできる食糧自給率UP」

講 師： 　赤塚 弘実　氏 講 師： 　木村 健二　氏 講 師： 　秋山 周三　氏

テーマ： 「半遁世（はんとんせ）」 テーマ： 「今日もきっといいことがある」 テーマ： 「未　定」

講 師： 　熊谷 太郎　氏 講 師： 　佐藤　茂　氏 講 師： 　倉　弘司　氏

テーマ： 「常居其全（じょうきょきぜん）」 テーマ： 「障がい者雇用から学んだリフレーミング」 テーマ： 「十年先の自分を誉められるように。」

講 師： 　三上 忠男　氏 講 師： 　矢作 由美　氏 講 師： 　森　誠　氏

テーマ： 「私も模索中」 テーマ： 「いま、磨かれております・・・」 テーマ： 「いま、磨かれております・・・」

講 師： 　田島 誠一　氏 講 師： 　佐藤 正男　氏 講 師： 　佐藤 正男　氏

山形県倫理法人会 平成29年度　女性倫理講演会
「病が教えてくれた　新たないのち」～美しくしなやかに生きる　女性たちへ
　 平成29年5月27日（土） 場　所 山形ビッグウイング　2F大会議室

1,000円 時　間 受付14：30～　講演15：30～

　 宮崎ますみ　氏（ヒプノウーマン代表・女優・エッセイスト・ヒプノセラピスト）

　菅野カイロプラクティック

村山Bブロック　H29年4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

　菅野 正行　氏

　11日

（山形市中央・朝礼副委員長　正酒屋 六根浄） （酒田市・相談役　酒田米菓）

　　5日 　7日 　4日

（天童市異業種交流プラザ会長　赤塚製氷） （千葉県松戸市中央　会長）

（天童市・専任幹事　蔵王温泉ガス）

（法人スーパーバイザー）

（北村山倫理　副事務長）

（秋山鉄工　社長）

　29日 　28日 　25日

（上山市・拡大委員長　田島製作所） （天童市・専任幹事　蔵王温泉ガス）

　19日 　21日 　18日

（東京都法人アドバイザー　アド・ミカミ　） （株式会社カイセイ　生活支援員）

　12日 　14日

日　時

参加費

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

 私も妻も肩こり腰痛でお互いマッサージが好きでした。以前、会社勤めの際、不
規則な勤務もあってか体調不良になった時にカイロプラクティックという整体業のチラ

シを見て、これが私の仕事だと直感し会社を思いきってやめ、勉強して資格を取り、

開業するに至りました。当初は自宅の一室で施術を行っていましたが、自宅にも近

い国道沿いに現在の店舗を構え６年になります。私の妻（女性専科）、娘も、またお

弟子さんも数名います。 

 カイロプラクティックをはじめ整体というと、腰痛など身体の悪い所を整体師によって

改善してもらう治療と思っていると思います。しかし、体の不調のほとんどが自分で原

因をつくっている悪い生活習慣にあるのです。その事を理解してもらい、自分の体を

他人（お医者さんや整体師など）に委ねるのではなく、自分が原因である悪い生活

習慣を改善する事が大切だという事に気づいてもらう事が第一歩です。頭ではわ

かっていてもなかなかできません。それをサポートする事が私の仕事だと思っています。 

 何事も自然が一番！悪い姿勢、運動のしすぎ、しなさすぎ、食べ過ぎ、またストレ

ス等も身体への大きな負担になります。もう一度自分の体の「取扱説明書」を読ん

で下さい。なくしてしまった方は菅野カイロプラクティックにて再発行します♡ 

 

 入会のきっかけは、タケダ自動車の武田社長と奥様が患者さんでした。武田社

長に誘われたのが入会のきっかけです。現在、倫理法人会の皆様には、大変お世

話になっております。 

 

好きな十七か条はなんですか？ 

【七】疾病信号（しっぺいしんごう） 

「肉体は精神の象徴、病気は生活の赤信号」、健康をな

くしたらすべてをなくしてしまいます。私は、身体が弱かった

ので以前はいつも薬を飲んでいました。しかし薬は一時的

なもので根本解決にはなりません。 
 

オフタイムの過ごし方を教えてください？ 

日頃の疲れをとるために寝て過ごしています。６月いっぱい

までは、さくらんぼ栽培で忙しいです。 
 

好きな言葉や座右の銘は？ 

「やんばい」・・・何事もやりすぎはダメです。頑張りすぎると

無理がかかります。 
 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
ストレスを感じないような考え方が秘訣です。 
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