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7/1　第201回　経営者モーニングセミナー（31社34名）　 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「繋（つなぐ）」 テーマ： 「昔の自分と今の自分を比較して」

講　師： 市村 清勝　氏（市村工務店　代表取締役） 講　師： 　井上　稔　氏

 8月　8日（火） ８月度役員会
テーマ： 「普及拡大について」※昼食しながらになります。

会　場： 東根市「竈煙　心月」さん

会　費： 500円　時　間：12:00～13:00

 8月　8日（火） 山形県1650社達成記念式典

場　所： 「ホテルシンフォニー・アネックス」（寒河江）

7/8　第202回　経営者モーニングセミナー（18社19名） 記念式典　17：30～18：30

テーマ： 「夢を実現する為に」 祝賀会　18：45～20：00（3,000円）

講　師： 結城 沙織　氏（ヨガインストラクター） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「大きな変化の中を生きる」

講　師： 　和田 英光　氏

経営者モーニングセミナー
テーマ： 「逞しく活きる」

講　師： 　五十嵐 慶三　氏

7/15　第203回　経営者モーニングセミナー（17社17名） 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」 テーマ： 「母が教えてくれた事～私らしく」

講　師： 軽部 宏紀　氏（かるべクリニック　院長） 講　師： 　三澤 直美　氏

7/22　第204回　経営者モーニングセミナー（21社21名）
テーマ： 「足下の実践を磨く」
講　師： 宮内 秀樹　氏（倫理研究所　北海道・東北方面副方面長）

7/29　第205回　経営者モーニングセミナー（21社21名）
テーマ： 「毎朝10回の深い呼吸でセルフケア」
講　師： 藤　麻美子　氏（日本丹田呼吸法セラピー協会　代表）

有限会社吉田金物店（東根市） 吉田 光宏 様 　(H29年8月入会）
協和商事株式会社（山形市） 佐藤 幸也 社長　    　　(H29年8月入会）

さん

北村山倫理法人会会報 平成29年8月号

筆者：金村恵美子　

7月度経営者モーニングセミナー報告　(108社112名参加)

筆者：会長　奥山康博　

筆者：県広報委員長　五十嵐久仁子　

筆者：専任幹事　高橋進一　

筆者：副会長　奥山浩哉　

～8月の行事予定～

（「おやじ日本山形」代表世話人）

講　師：北海道・東北副方面長　宮内 秀樹　氏　

7/21　倫理経営基礎講座
「第16講　経営の眼目」

北村山倫理法人会は地域の“寺子屋”です！

 8月　5日（土）

筆者：相談役　早坂幸起　

　　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

新入会員

（竈煙心月　調理主任）

 8月12日（土）

 8月19日（土）

（山形県相談役/竹原屋本店代表）

 8月26日（土）

（山形県女性副委員長/三沢ゴム工業）

ご入会ありがとうございます！

 倫理歴13年ですが驚くことに倫理では初めての講話。建設業界

の将来を危惧し、市村工務店として取組んでいる人の育成と方針

を紹介。祖父からの教えを礎に社員、そしてお客様への想いの

「繋」。ＭＳで栞の輪読をすることで毎回の繰り返しが微差の積重ね

であり、実行・行動を伴わない知識は何の役にも立たないと反復

連打で少しずつ変えることを実践している力強いの言葉でした。 

 

 

～「安心と信頼の笑顔あるクリニック」～ 

 4年前の6月1日に開院。程なくして北村山倫理法人会に入会させ

てもらって良かった。リピーターの方がいらっしゃるのはとてもうれしい。

認めてくださったと思うと感謝。健康は日々の生活中心、身体の健

康が一番ぜいたく。１ｋgやせると2割の体脂肪下がる。体力がない

と病気になりやすいため、意図的に身体を動かしましょう。 

 北海道東北副方面長としての最後の講話になりました。穏やかな
面持ちからは想像もできない破天荒な人生を歩まれたお話しとその

ギャップが面白いです。人の見えないとこでコツコツと実践を続ける

ことが、将来への大きな力になることを教えて頂きました。九州沖縄

の地でご活躍されることを祈念申し上げます。 

 

 たった10呼吸を毎日継続することで、脳からのα波を２割アップし、

セロトニン脳にし、気持ちを前向きにします。そんなことが出来る丹田

呼吸法は丹田を意識しながら、5秒で吸って、10秒で吐くという、簡

単な腹式呼吸です。体幹が整い、ストレスにも対応・集中力・免疫

力もアップする呼吸法を身に着け、毎日をワクワクして生きましょう！

と藤先生 

 倫理経営における事業の目的は「世のため人のた
め」に働くということ。この「世のため人のため」という事

業の目的は更に経営の眼目として、大眼目は「地球

の安泰」、中眼目は「民族、国家の健全繁栄」、基

本眼目は「お客様のため」「人のため」となる。 

これら三種の眼目を認識自覚しながら職務に邁進

することが重要となると説く。 

 我々経営者の実践眼目は「すべての従業員のた

め、よく働くよう、そしてよく働けるよう諸般の情況、条件

などを総合的に整え、按配し、研究、工夫すること」

である。経営者には高い使命感が必要であり、それ

はわが社の事業目的を自覚することによって生まれる。

この目的を自覚した時、使命感が生まれ、それが経

営理念の核となる。 

 人は自分が携わっている仕事が他人のためになっ

ていることを知る時、やる気が生まれ、ますます生き

生きとなり、心が明朗になる。 

 最後になりますが宮内副方面長は８月から九州・
沖縄方面への転勤のため山形県での講話は今回

が最後となりました。３年間ご指導ありがとうございまし

た。 

 

 全員あぐら座で心地よく体を揺らしながら、ヨガは日常生活で最

高の力を発揮するための「緩み」の時間である事を体感し、夢を実

現するポイントの一つ「夢を語る」ワークも盛り上がりました。 

 段ボールマットを提供頂いた三共木工森田所長の「ヨガは解脱

の修行。段ボールは解脱できず輪廻転生を繰り返す」お話…。段

ボールの生き様に思わず愛着が湧きました。 



■えがおの人　北村山倫理法人会　
医療法人かるべクリニック　院長

昭和50年　山形県河北町生まれ

■えがおの現場　 血液型　Ｏ型

　院長　軽部 宏紀 開院：平成25年

　診療案内：総合内科（内科、糖尿病内科、血液内科、認知症

　　　　　　　　男性型脱毛症、禁煙外来、睡眠時無呼吸症候群）
　所在地：山形県村山市楯岡新町4丁目9-6

 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： 「明るく元気に笑顔が一番(倫理は楽しい) 」 テーマ： 「栞にはビジネスのヒントあり 」 テーマ： 「～事前対策～人生神劇・運命自招く」

講 師： 　小松 幸弘　氏 講 師： 　山田 長司　氏 　8日 講 師： 　正木　徹　氏

テーマ： 「純粋倫理を学んで 」 テーマ： テーマ：

講 師： 　加賀 善子　氏 講 師： 休会になります 講 師： 休会になります

テーマ： 「3年目の倫理 ～ハーブと共に～」 テーマ： 「私たちの使命」 テーマ： 「未　定」

講 師： 　三上 浩子　氏 講 師： 　安藤 政則　氏 講 師： 　前盛 直人　氏

テーマ： 「バツイチ美人 3人看板娘の 『接客の極意』」 テーマ： テーマ： 「未　定」

講 師： 　山口有里 氏、 新関寛子 氏、木原友美 氏 講 師： 　山田　誠　氏 講 師： 　菅野 美奈子　氏

平成30年度　山形県倫理法人会辞令交付式
平成29年9月6日（水） 受　付 15：45～

　 3,000円（祝賀会参加者のみ） 式典リハーサル 16：20～17：05

ホテルシンフォニー・アネックス（寒河江市） 辞令交付式 17：20～18：35

　 上着・名札・バッチを忘れずお持ち下さい。 懇親会 18：45～20：00

アフターサービス日本一の男と言われる私のフォロー術

日　　時

会　　費

会　　場

※

【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

（山形市霞城会長）

（山形県朝礼委員長）

　30日 　25日 　29日

（ゆめりあ｢浜焼太郎」） （やまがた健康ステーション　笑顔の健康アドバイザー　）

　23日 　18日 　22日

（山形市蔵王女性委員長　ミカミヒロコ合同会社代表） （山形県会長　安藤組社長）

　16日 　11日 　15日

（天童市副会長､山形中央観光社長）

　9日 　4日

（山形県事務長、小松建設社長） （倫理研究所 顧問） （山形中央/山形霞城会員）

医療法人かるべクリニック

村山Bブロック　H29年8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

　軽部 宏紀　氏

 いま村山市楯岡新町四丁目（ヤマザワ付近）にクリニックが軒を連ねて

います。風邪気味で“内科、糖尿病内科、血液内科”の「かるべクリニッ

ク」さんに診察に行きました。治療室にお邪魔すると、軽部先生が脚を揃え

両手をひざに添えて「こんにちは」と笑顔で迎えてくれます。軽部先生の丁寧

な挨拶の後方で、看護師さんも一緒ににこやかに会釈をしてくれます。 

 幼少の頃から「医者になる」「ひとの役に立ちたい」と思っていてよくクチにし

ていた。大学進学は迷わず医学部選択。本人は「親が医者になりたかった

らしいので刷りこんだのかも」と苦笑。医学部に進んでからは勉強が本当に

大変で進級するにも難易度の高い試験を突破しなくてはいけなくて、一日

平均10数時間と勉強している仲間から刺激を受けながら必死になって勉

強しました。おかげさまで無事に卒業でき医師免許も取らせていただき、山

形県立中央病院等に勤務ののちに開院して5年経ちました。患者さんやご

家族から「ありがとうございます」と感謝の声をいただくとやっぱり“嬉しい”もの

です。（本人談） 

 軽部先生は小6から3才まで男の子2人、女の子2人の4人のお子様から

囲まれています。ご自分の健康のために「規則正しく寝て、規則正しく起きる。

そして朝ごはんを食べる。」ことを実践しているそうです。 

 

好きな十七か条はなんですか？ 

【十二】捨我得全（しゃがとくぜん） 

「得るは捨つるにあり」 なにかを得るには何もせずに得ら

れることはない 

 

オフタイムの過ごし方を教えてください？ 

温泉には良く出かけていたのですが、最近は子供たちとス

ポーツや公園に行くことやドライブが多いです 

 

好きな言葉や座右の銘は？ 

「継続は力なり」 

続けていかないと何ごとも成せない。クリニックも患者さん

のために継続していきます！ 

 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
家族と過ごす幸せの実感と患者さんがスタッフの方と仲

良く会話してくれている姿をみるとうれしく微笑んでしまいま

す。 
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