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6/3　第197回　経営者モーニングセミナー（25社27名）　 7月 1日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「人は鏡、万象はわが師」 テーマ： 「繋ぐ（つなぐ）」

講　師： 小野木 聡美　氏（庄内中央　女性委員長） 講　師： 　市村 清勝　氏

7月　6日（木）18:30～ 「会員企画ビアパーティー①」

場　所： さくらんぼ東根温泉「たびやかた嵐の湯」

会　費： 飲み放題　7,000円

7月　8日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「夢を実現する為に」

6/10　第198回　経営者モーニングセミナー（15社16名） 講　師： 　結城 沙織　氏

テーマ： 「印刷物ができるまで」
講　師： 菅原 雄一　氏（北村山事務長/大風印刷東根所長） 7月　8日（木）13：00～16：00　第2回倫理朝礼塾

場　所： 山形県倫理法人会合同事務局

講　師： 　前盛 直人　氏（山形県朝礼委員長）

対　象： 会員企業の新入社員及び若手・中堅社員

7月11日（火） 7月度役員会
テーマ： 「新役員について」

会　場： 東根市「ペコリーノスペリオーレ」

会　費： 500円　時　間：12:00～13:00

6/17　第199回　経営者モーニングセミナー（17社19名） 7月13日（木）18:30～ 「会員企画ビアパーティー②」

テーマ： 「洋食調理人になって42年、お客様に感謝」 場　所： さくらんぼ東根温泉「石亭こまつ」

講　師： 菅原 秀夫　氏（ペコリーノ　スペリオーレ　オーナーシェフ） 会　費： 飲み放題　7,000円

7月15日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「日々の診療から学ぶこと」

講　師： 　軽部 宏紀　氏

7月20日（木）18:30～ 「会員企画ビアパーティー③」

場　所： さくらんぼ東根温泉「民謡の宿あづまや」

6/24　第200回　経営者モーニングセミナー（17社17名） 会　費： 飲み放題　5,500円

テーマ： 「十年先の自分を誉められるように」
講　師： 森　誠　氏（法人SV/社会福祉法人愛和会　理事長） 7月21日（金）18:30～ 倫理経営基礎講座

テーマ： 「第16講　経営の眼目」

講　師： 　宮内 秀樹　氏

7月22日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「足下の実践を磨く」

講　師： 　宮内 秀樹　氏

7月27日（木）18:30～ 「会員企画ビアパーティー④」

場　所： 東根市「籠煙　心月」

会　費： 飲み放題　5,400円

7月29日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「毎朝10分の深い呼吸でセルフケア」

講　師： 　藤　麻美子　氏

株式会社 ゆかり　（尾花沢市） 上野　弘 専務　 　　
有限会社片山商会　（山辺町） 片山 順一 社長　　（Ｈ29年2月入会）

さん

6/23　倫理経営基礎講座
「第15講　地球倫理の推進」

倫理研究所法人スーパーバイザー

森　誠　氏

北村山倫理法人会会報 平成29年7月号

6月度経営者モーニングセミナー報告　(74社79名参加)

筆者：女性委員長　田中幸子　

筆者：会長　奥山康博　

～7月の行事予定～

(北村山倫理法人会会員/ヨガインストラクター）

（山形市中央研修委員長/市村工務店代表取締役）

素敵なショーと豪華抽選会があります！

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：相談役　早坂幸起　

筆者：副会長　奥山浩哉　 （倫理研究所　北海道・東北方面副方面長）

（倫理研究所　北海道・東北方面副方面長）

新入会員

(北村山倫理法人会会員/かるべクリニック院長）

(Ｈ29年6月入会）
(Ｈ29年6月入会）

ご入会ありがとうございます！

筆者：専任幹事　高橋進一

カラオケ大会、大抽選会があります！

本日限りの豪華特別料理もお楽しみ下さい！

ゲストは七日町オカマバーのオーナーママ「菌 弾子」さん

（山形市霞城女性副委員長/日本丹田呼吸法セラピー協会代表）

 前泊接待の余韻を残しつつ、始まった聡美さんデビューの講話。幼

少の頃裕福だった生活から一転、家族全員で一組の布団で寝る

生活が始まり、近所の人に物をぶっつけられたりも。慰めてくれるはず

のお父さんからは厳しい言葉が返ってきたと言います。涙なしでは聞

けない講話なのですが、彼女は身振り手振りで笑いにかえて話してく

れました。「大事なことは全て親から学んだ。」とても印象に残った言

葉です。 

 少年時代はham（アマチュア無線）にはまり、20ｍの鉄骨アンテナを

立てて世界中（70カ国）と交信。電波通信の道に進みたかったが、

父親から調理人を薦められこの道に。地元の調理師学校を卒業して

からは洋食の道一筋42年、滝の湯ホテル、ホテルキャッスル、チロル

と数多くの有名店で修業を積んで念願の地元東根に本格イタリアン

の店「ペコリーノ」オープン。続きは第二章で。 

 

 １日幸せでいたかったら、床屋に行く。一週間なら車を買う。一ヶ月

なら家を買う。１年なら、結婚する。ならば、一生幸せでいたかったら

どうするか。それは誠実、正直であること。と師は説く。事業にも通じる

ものがありそうだ。目の前の瞬間的な利益よりも、企業の安定と成長

を作れるのは誠実さと正直さかもしれない。今メディアに取りざたされて

いる企業の姿勢に足りないものがこれだと思う。 

 

 菅原さんは北村山では二度目の講話。今回選んだテーマは正に業

界のお話。業者間の競争よりも会社や家庭に普及するＰＣやプリン

ターがライバルとなり業界全体を圧迫。プロの印刷業者としての差別

化や変遷を紹介。また最新のオンデマンド印刷の技術や新たな取組

や提案を紹介していただけました。知識としてためになるＭＳとなりました

が、こんな専門的な話も良いですね。 

 地球はどうやってできたのか。小惑星がぶつかり爆発しながらビッグバンによってできあがり、その
際に自転するようになった。地球倫理とは、地球人の、地球人による、地球人のための倫理。

毎日毎日頼らねば生きていけない生活の基盤であるため生活原理で、個々人において違い

があっても、「等しく生きる地球人」ということを自覚するのが「地球倫理」の出発点。これから人

生は100歳時代に入ります。昔から人類は太陽崇拝していた。ふまえると自然的存在なしには

人間は生存できないため、そこに地球倫理の大きな特色がある。「地球倫理は」経営の最大目

標でもあり、「地球の安泰」を考えなければならない。地球人の地球に対する倫理の実践として

毎日のように意識して日常的に実践に取り組んでいこう。 



■えがおの人　北村山倫理法人会　
ヨガインストラクター

東根市生まれ

■えがおの現場　

日本大学生物資源科学部卒業後、東京、京都で接客販売や着物の染

色、経路マッサージの仕事を経てヨガインストラクターへ。

県内各地のスポーツクラブや龍岩寺「お寺あそび」、リフォームシオンなどで
定期的にヨガを開催。

 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： 「日本的倫理とは 」 テーマ： 「美点発見 」 テーマ： 「地域とデザイン 」

講 師： 　北野　達　氏 講 師： 　荒井 久満　氏 講 師： 　吉野 敏充　氏

テーマ： 「二人の母の生き方に学ぶ 」 テーマ： 「新聞記者が実名報道にこだわる理由」 テーマ： ｢純粋倫理を学ぶ」

講 師： 　五十嵐 久仁子　氏 講 師： 　長岡 伸明　氏 講 師： 　有坂 宏一　氏

テーマ： 「倫理法人会の"おかげ" 」 テーマ： 「最近の治安情勢について 」 テーマ： 「子の心親知らず 」

講 師： 　鈴木 富士雄　氏 講 師： 　佐藤 景三　氏 講 師： 　奥山 浩哉　氏

テーマ： 「毎朝10回の深い呼吸でセルフケア 」 テーマ： 「自分史　半世紀の振り返りと直近5ケ月の葛藤 」 テーマ： 「未　定」

講 師： 　藤　麻美子　氏 講 師： 　田中 幸子　氏 講 師： 　ＤＶＤ研修

山形県倫理法人会　平成29年度　1650社達成記念式典
平成29年8月8日（火） 記念式典 17：30～18：30

　 3,000円（祝賀会参加者のみ） 祝賀会 18：45～20：00

ホテルシンフォニー・アネックス（寒河江市） ※県新役員オリエンテーション（該当者のみ）

　 法人局普及事業部　部長　和田　毅　 16：30～17：20

法人局普及事業部　次席　北海道・東北方面　方面長　那須　隆（新方面長）

　embrace yoga　ヨガインストラクター

村山Bブロック　H29年7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

　ゆうき さおり　氏

　11日

（山形県広報委員長/フロット） （山形新聞社　寒河江支社長）

　　5日 　7日 　4日

（南陽市副会長/熊野大社） （法人スーパーバイザー/まるや）

（北村山副会長/西道精工）

（倫理研究所北海道・東北方面方面長）

（吉野敏充デザイン事務所）

　29日 　28日 　25日

（山形市霞城女性副委員長） （北村山女性委員長/マニュライフ生命）

　22日 　21日 　18日

（新庄最上相談役/最上峡芭蕉ライン観光） （寒河江警察署長）

　12日 　14日

日　　時

会　　費

会　　場

本部出席

【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

 ヨガに出会ったのは15年位前。それまでは水泳とキックボクシングに打ち

込んでいた日々でしたが、ふと手にしたヨガ雑誌でヨガはポーズだけではなく

実は何千年も前から哲学に基づいて伝えられているものだったと知った時、

ハッと何かが目覚めました。自分が生きている中で疑問を観じていた事の

答えに近づいた氣がしたのです。それからジムでヨガを習い、信頼する先生

に勧められるままインストラクターになりました。ヨガで参加者の皆様が心から

くつろいでいる姿をみると素直に嬉しく思います。難しいポーズの達成…とい

うよりも、まずは心も体もしっかりとほぐし本来の状態に導くのが私のヨガを通し

ての役割だと思っています。そして日常生活でより自分の持つ能力を氣持ち

良く発揮してほしい…そんなヨガの時間を提供し続けたいと思います。 

 倫理法人会に入会し、色々な業種や立場の方のお話を伺える事で世界

が広がり、本当に勉強させていただいています。それぞれ違うお仕事をされ

ていても皆さん宇宙の真理や物事の本質に基づいてご活躍されていて、そ

のような方々が身近にこんなにたくさんいらっしゃるので、とても心強く「私も顔

晴ろう」と勇氣をいただいています。そして倫理法人会の皆さんの心の温か

さや、熱心さ、行動力や団結力が本当に素晴らしく大きな刺激になってい

ます。すばらしいご縁をいただけた事に感謝しております。 
 

好きな十七か条はなんですか？ 

【十五】信成万事（しんせいばんじ） 
信ずれば成り、憂えれば崩れる。夢を叶えるためのポイントであり、

無条件のチカラ、信じることのチカラをあらためて確信する事が

できます。 

オフタイムの過ごし方を教えてください？ 
よく神社に行きます。あとは美味しいものを食べたり、自然の中で

過ごしたり、瞑想をしたり…まとまりが無いのですが、その時の直

観にしたがっている氣がします。 

好きな言葉や座右の銘は？ 
身体は嘘をつかない 

身体で学んだことは心でも学んでいく 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
自分の心と身体をいつも観察して、できる限り「自分にとって心地

よい選択」をするようにしています。そしてどんな出来事も必要必

然ベストタイミングで起きていると観じられると自然と「ありがとう、

おかげさま」の心になり、それが笑顔につながるのかもしれません。

あとは単純に、身体をいつもゆるめておくこと。身体がゆるむと心

にも余裕が生まれ表情もゆるみますよ。 


	北村山倫理法人会会報　第10号.pdf
	北村山倫理法人会会報　第10号裏.pdf

