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5/13　第194回　経営者モーニングセミナー（17社17名）　 6月 3日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「出会い、そして倫理に包まれて」 テーマ： 「人は鏡、万象はわが師｣

講　師： 桜井　仁　氏（寒河江市倫理法人会　相談役） 講　師： 　小野木 聡美　氏

6月10日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「印刷物ができるまで｣

講　師： 　菅原 雄一　弘　氏

6月13日（火） 6月度役員会
テーマ： 「来年度役員人事について」

5/20　第195回　経営者モーニングセミナー（22社23名） 会　場： 東根市「ペコリーノスペリオーレ」

テーマ： 「心が動いたら今でしょう」 会　費： 500円　時　間：12:00～13:00

講　師： 佐藤 圭子　氏（山形県倫理法人会　女性委員長） 6月13日（火） 山形市倫理法人会100人MS
テーマ： 「挑む。｣

講　師： 　荒井　稔　氏

6月17日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「洋食調理人なって 42年、お客様に感謝｣

講　師： 　菅原 秀夫　弘　氏

5/27　第196回　経営者モーニングセミナー（16社17名） 6月23日（金）18:30～ 倫理経営基礎講座

テーマ： 「二病息災」 テーマ： 「第15講　地球倫理の推進」

講　師： 橋本 一康　氏（秋田県倫理法人会　相談役） 講　師： 　森　誠　氏

6月24日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「十年先の自分を誉められるように ｣

講　師： 　森　誠　氏
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5月度経営者モーニングセミナー報告　(55社57名)

筆者：相談役　早坂幸起　

筆者：女性副委員長　矢作孝子　

～6月の行事予定～

（庄内中央　女性委員長/大商金山牧場　常務）

（北村山　事務長/大風印刷　東根所長）

（ペコリーノ　スペリオーレ 店長）

（三條物産(株)　代表取締役社長）

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　　【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：会長　奥山康博　

　5/26　経営者のつどい

（法人スーパーバイザー/社会福祉法人愛和会　理事長）

（法人スーパーバイザー/社会福祉法人愛和会　理事長）

テーマ　「信用は最大の利益なり」

筆者：専任幹事　高橋進一　

秋田県倫理法人会　相談役　橋本 一康　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
　　　講師　宮崎ますみ　氏　（株式会社ヒプノウーマン　代表取締役・ヒプノセラピスト・エッセイスト・女優）

筆者：女性倫理講演会実行委員長　田中幸子　

地元の建設会社にUターンで入社、その後のっぴきならぬ理由で社

長を引き受けることになり、人生が大きく変わってしまった。社長になっ

ても不安と重圧の日々が続き、そんな時に出会ったのが倫理法人

会。MSの爽やかさが魅力で毎週参加すると、これまでの重圧感が

消えたような気がしたそうです。「雲は龍に従い、風は虎に従う」（行動

を起こすときは断固とした意思と信念があれば、周りがついてきてくれ

る） 

二度の大病で生活の赤信号だと覚悟を決め、心の持ち方を大きく修

正。明朗な心と感謝の心に笑顔をプラスすれば病気にはならない。

毎日の墓参と１日百回の「ありがとう」を実践しつつ真に健康になる

食生活と漢方薬で更に体質改善を図る現在。そして何よりも早期発

見と早期治療が要だとアドバイス。静かな口調でしたが実践者なら

ではの心に落ちる講話でした。 

「ペタペタパタパタ」、講話の冒頭から佐藤女性委員長の軽快な言

葉のリズムでスタート。会場はいつもの空間とは全く違い笑いあり、掛

け合いありの楽しい空間でした。一瞬にして空気を変えてしまうパワー

は、今年度からの新しい企画「女性会員だけのクリスマスパーティー」

を打ち出され大成功へ導かれただけの方だと感じました。佐藤女性

委員長の次の目標は「寒河江に女性委員会の発足！」だそうです。 

 入会から１５年。モーニングセミナー参加がとても

重要。でもそれ以上に社内での活力朝礼を重要視。

当初は年配者に拒否反応はあったものの、現在は

違和感なく実践している。そのおかげで、社員の気

持ちがひとつになれていること、事故がなくなったこと、

あいさつが明朗な社内になっています。 

 自らの実践として、毎朝キッチンに立っている奥様

に「おはようございます」のあいさつ。そして奥様も振り

返って正対のあいさつ。 

 倫理病に侵されている現在はあるがままを受け入

れ役所対応も全く苦にならなくなっている。 

 入会して１年半で単会会長、その後は県会長、

現在は県相談役を歴任。役は受けること、役は受

けたらいい。それは成長と誇り、それが自分自身へ。 

 ２度の大病を患い、会社内容が良かった時期に

ちょっとした緩慢さが招いてしまったのかもしれないと

自分を戒め倫理実践中。 

 

 映画“ビーバップ・ハイスクール”の順子役、女優の

宮崎ますみさんが、今回の女性倫理講演会の講師

でした。役柄とは違い清楚なワンピース姿のご本人は、

放つエネルギーが優しく清らかで心地いい雰囲気な

方です。 

 ハワイ滞在中、スコールに打たれ経験した魂の叫び。

この世に起こる様々な問題、人々の苦しみを受け止

めようと必死に考えては疑問が湧き、宇宙（神様）と

のレッスンが始まったと言います。１２年前にご自身が

乳ガン宣告を受けた時も、「なぜ自分はガンになって

しまったのか？」を瞑想により答えを見出したそうです。

幼少の頃からの抑圧された生き方が原因と分かり、

神様に対する感謝の気持ちが湧き、自分自身を愛し、

いたわり、慰め認め、ほめてあげること。病気になって、

様々な気づきがあったようです。倫理の学びにも通ず

る考えを持つ宮崎さん。講演後にはSNS等で、山形を

とても気に入って下さったご様子が伝わり、感謝の気

持ちで一杯です。 



■えがおの人　北村山倫理法人会　
株式会社タケダ自動車　代表取締役社長

昭和39年　山形県東根市生まれ

■えがおの現場　 血液型　A型

　代表取締役社長　武田 博志 創業：昭和　8年

　社員数：26名 設立：昭和49年

　事業内容：新車（スズキ代理店）販売、中古自動車販売、自動車整備
　所在地：山形県東根市野川2516番地

 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： 「繁栄の3感」 テーマ： 「妻の逝去で学んだこと 」 テーマ： 「倫理、1年半の体験報告」

講 師： 　井上 茂勝　氏 講 師： 　加藤 地次　氏 講 師： 　佐藤 宏太　氏

テーマ： 「積小為大 」 テーマ： 「倫理経営が品性ある企業を築く」 テーマ： 「活力朝礼で朝から元氣な会社　カナコムです。」

講 師： 　中村 恒一　氏 講 師： 　上村 國喜　氏（DVD研修） 講 師： 　大森　猛　氏

テーマ： 「ALL for ONE ONE for ALL 」 テーマ： 「未　定」 テーマ： 「『女性への貢献』先代の想いの継承」

講 師： 　上野 政蔵　氏 講 師： 　阿部 利徳　氏 講 師： 　森　里史　氏

テーマ： 「ここにしかない温かさ 」 テーマ： 「未　定」 テーマ： 「未　定」

講 師： 　東海林 るみ　氏 講 師： 　中鉢 義邦　氏 講 師： 　五十嵐 慶三　氏

山形県倫理法人会 平成30年度　主要役員（北村山所属役員）
安藤政則　㈱安藤組　（酒田市） 早坂幸起　㈱エツキ

　 晋道純一　進和ラベル印刷㈱　（上山市） 五十嵐久仁子　㈱フロット

水沢正志　㈱アイタックル　（天童市） 菅野正行　菅野カイロプラクティック

　 小松幸弘　小松建設㈱　（山形市）

【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

（山形県倫理法人会　相談役）

（北村山倫理法人会　青年副委員長）

（茅ヶ崎倫理法人会　相談役）

　28日 　30日 　27日

（さくらんぼ東根温泉　あづまや　女将） （県ＭＳ副委員長　ソニー生命）

　21日 　23日 　20日

（元東根第一中学校　校長） （東根フルーツワイン　代表、農業博士）

　14日 　16日 　13日

（県倫理法人会　相談役） （メディック太陽）

　7日 　9日 　6日

（倫理研究所　参与） （埼玉県八潮市準倫理法人会　会長） （天童市倫理法人会　専任幹事）

株式会社タケダ自動車

村山Bブロック　H29年6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

　武田 博志　氏

会長 県村山Bブロック長
県広報委員長

県朝礼副委員長
よろしくおねがいします！

副会長
幹事長
事務長

 私の祖父は昭和８年に、山形県東根市西道に自転車店を創業いたしま

した。最初は借地に小屋を立て２畳ほどの店舗で始めていたようでした。当

時は今のような軽くて壊れにくい自転車ではなく、舗装路面も少ないせいも

あり、よく修理の依頼がありました。まだ暗い中から働き始め、夜も遅くまでよく

働く祖父と祖母でした。戦前の時代そして船中の舞鶴の軍港での話や、戦

後の大変だった話をよく楽しそうに話してくれました。そんな前向きさと、祖母と

の仲睦まじい姿は今でも忘れられません。 

 それから父の時代になりバイクが登場し、三輪自動車、四輪自動車と時

代に合わせて扱う商品も変わって行きました。商品は変わっても、祖父が天

秤棒で自転車を担いでお客様に届けた思いを持ち続けていきます。 

 最後になりますが、８０年の長きにわたり多くのお客様にご愛顧いただきまし

て有難うございました。祖父の思いや、それを引き継いだ父の思いを、息子

に引継ぎ、今後とも変わらぬ思いで精進して参ります。 

 倫理法人会との出会いは、自宅の新築を株式会社市村工務店さんに

お願いしたのがきっかけで、入会を勧められました。最初に入会したのは天

童市倫理法人会で、その後北村山の専任幹事、そして天童の会長までや

らさせていただき大変勉強になりました。これからの自分の人生や、倫理活

動に活かしていきたいと思います。 

好きな十七か条はなんですか？ 

【一】日々好日（にちにちこうじつ） 

「今日は最良の一日、今は無二の好機」 悔いのない人

生を送るために、「気づくと同時に行う」この生き方が好き

です。 

オフタイムの過ごし方を教えてください？ 

登山、バイク、園芸 

好きな言葉や座右の銘は？ 

「寿命」 人は一代 名は末代。人生は太く短く。又は細く

長く。人は様々な生き方がある。与えられた線の長さに限

界があるとすれば、いたずらに線の長さに執着せず、努力

してその線に肉づけして太くし、内容のある容積化を図るべ

きである。たとえ名を残すに至らなくとも、分に応じた社会の

貢献は可能である。人生生きていれば絶対いい事があり

ます。    

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
良いことも、悪いことも、自分の為。 

これからの自分の肥やし。 
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