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8/5　第206回　経営者モーニングセミナー（23社24名）　  9月 1日（金）18:30～ 　倫理経営基礎講座

テーマ： 「昔の自分と今の自分を比較して」 テーマ： 「第17講　実践の要件」

講　師： 井上　稔　氏（竈煙心月　調理主任） 講　師： 　田中 範孝　氏

 9月 2日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「祈りの倫理」

講　師： 　田中 範孝　氏

 9月 6日（水）山形県倫理法人会9月度役員会

場　所： 「ホテルシンフォニー・本館」（寒河江）

8/12　第207回　経営者モーニングセミナー（15社16名） 役員朝礼　　13:30～13：50

テーマ： 「大きな変化の中を生きる」 県役員会  　13:50～15:50

講　師： 和田 英光　氏（おやじ日本山形　代表世話人）  9月 6日（水）山形県倫理法人会辞令交付式

場　所： 「ホテルシンフォニー・アネックス」（寒河江）

リハーサル　　　16:20～17:05

辞令交付式 　17:20～18:35

 9月 9日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「私たちの使命」

講　師： 　安藤 政則　氏

8/19　第208回　経営者モーニングセミナー（19社20名）  9月12日（火） 9月度役員会

テーマ： 「逞しく活きる」 テーマ： 「辞令交付式について」※昼食しながらになります。

講　師： 五十嵐 慶三　氏（竹原屋本店　代表取締役社長） 会　場： 東根市「ペコリーノ」さん

会　費： 500円　時　間：12:00～13:00

 9月13日（水） 天童市スペシャルモーニングセミナー

テーマ： 「ものづくり、人づくり」

講　師： 　加藤 昌宏　氏

 9月16日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「働きは最上の喜び」

8/26　第209回　経営者モーニングセミナー（23社24名） 講　師： 　布施 富將　氏

テーマ： 「母が教えてくれた事～私らしく」
講　師： 三澤 直美　氏（山形県倫理法人会　女性副委員長）  9月23日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「愚痴から繋ぐ」

講　師： 　長瀬 洋一　氏

 9月30日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「一つ拾えば一つだけきれいになる」

講　師： 　大場 和成　氏

 

次回は9月30日（土）8:30～

リプロン（村山市） 天口 晃治 代表　    　　(H29年8月入会）
さん

おんせん de ヨガ in さくらんぼ東根温泉　民謡の宿 あづまや

筆者：県広報委員長　五十嵐久仁子

筆者：女性委員長　田中幸子　

（天童商工会議所　会頭/㈱天童木工　社長）

筆者：専任幹事　高橋進一　

（山形県倫理法人会　会長/㈱安藤組　社長）

新入会員
ご入会ありがとうございます！

北村山倫理法人会は地域の“寺子屋”です！

北村山倫理法人会会報 平成29年9月号

～9月の行事予定～

（一般社団法人倫理研究所　参与）

（一般社団法人倫理研究所　参与）

　　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

（山形市中央　相談役/㈲布施弥七京染物店十一代目）

（北村山　朝礼委員長/㈱東北テレネット　社長）

（上山市　朝礼委員長/㈱エム・エス・アイ　部長）

8月度経営者モーニングセミナー報告　(80社84名参加)

筆者：県広報委員長　五十嵐久仁子　

筆者：相談役　早坂幸起　

 職場で突如訪れた自己改革のチャレンジとチャンスから、実感した

逞しく生きること。それは屋久杉のように生きるということ。年輪のよう

に生きていくには、ちょっとずつちょっとずつ動いていくことがとても大切

である。目盛りを小さく年数を重ね、節を短く、回数を多くすると曲

がった時も立ち上がりが早くなる。 笑いが心を強くし、困った時はチャ

ンスであり逞しく活きることができる。 

 茨城県出身の三澤さん。22歳で見知らぬ土地山形へ嫁ぎ、三児

の母となり家業とお嫁さんの務めも必死にこなす中で、オーバーヒー

トしてしまった彼女は、子供さんを連れて雪道の中を茨城の実家へ向

かいました。その後山形に戻るまでの三日間で何かが吹っ切れたそ

うです。次男さんご家族が家業を継ぐ為に帰郷との事。新たな大転

換期を迎えた、ミスタータイヤマン三澤家第二章の幕開けです‼ 

 8月は日本人にとって特別な日。６日広島原爆の日、９日長崎原

爆の日、15日終戦記念日、そして本日12日は日航ジャンボ機墜落

の日。いずれも決して忘れれ事の出来ない日、そんな8月に和田様

より熱いお話をしていただきました。「慮る心」今の日本人が一番忘

れている心であり、この差が企業の差となってくる時代。大きな変化

の中でも一歩先んずる心の経営の大切さを学びました。 

 以前旅館で働いていた頃は、人と話すのが苦手で誰にも相談

せず独りよがりの仕事をしていたとの事。心月の親方と縁ができ、

集客の為にチラシを撒いたり直接お客様に接すると、より喜んで頂

く為に人の意見も聞けるようになったそうです。親方の想いを受け止

め将来について語る姿に、繁盛店たる理由を垣間見ました。 

 東根温泉あづまやを会場に、ゆうきさおりインストラクターによる「おんせんdeヨガ」が始まりました。

最初に車座でお互いコミュニケーションをとりながら、今抱えている身体の不調を確認。骨盤を

整え、足首を柔らかくほぐし、肩の強張りをとる動きにたっぷりと時間をかけてから、前屈でひねり

のポーズ。最後に仰向けになり全身を緩めて、指の一本一本まで意識をしてリラックスすると、さ

おりさんの柔らかな声に導かれ、左右から心地よい寝息が聞こえてきます。6時にビシっと役員

朝礼からスタートし、講話で学び、朝食を食べた後は、ヨガと温泉で究極のリラックス。  是非、

月に一度、第3土曜日の午前は、緊張と緩和のフルコースを味わってみてはいかがでしょう？ 



　(H29年8月入会）



■えがおの人　北村山倫理法人会　研修副委員長
民謡の宿　あづまや　女将

山形県河北町生まれ

■えがおの現場　 血液型　B型

　女将　東海林 るみ 創業：明治44年

　社員数：10名

　事業内容：旅館業（さくらんぼ東根温泉）
　所在地：山形県東根市温泉町2丁目2-2

 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： 「～周りの人に支えられての1年でした～」 テーマ： 「わくわく大作戦」 テーマ： 「30年度　所信表明」

講 師： 　斎藤 栄司　氏 講 師： 　安藤 克敏　氏 　8日 講 師： 　沼澤 勝太郎　氏

テーマ： 「ものづくり、人づくり」 テーマ： 「『創業の思い』に触れる」 テーマ： 「未　定」

講 師： 　加藤 昌宏　氏 講 師： 　早坂 幸起　氏 講 師： 　近田 雄一　氏

テーマ： 「初心に帰ろう～新年度のご挨拶～」 テーマ： 『積小為大』実践なき倫理は、倫理にあらず！！ テーマ： 「未　定」

講 師： 　松田　浩　氏 講 師： 　中村 恒一　氏 講 師： 「未　定」

テーマ： 「純情（すなお）な心で率先垂範」 テーマ： テーマ： 「未　定」

講 師： 　柴田 津與志 氏 講 師： 　野木 桃子　氏 講 師： 　小池 昌和　氏

山形県倫理法人会　平成30年度　「役職者基礎研修」
平成29年10月17日（火） 基礎研修 16:30～18:30

　 1,000円（会食参加者のみ） 会　食 18:45～19:30

パレスグランデール（山形市） 携行品 ■万人幸福の栞　■実践手帳　■役職者必携

　 那須　隆　北海道・東北方面　方面長　 ※会食は、アルコールなしです。

（新庄最上/会長、ヴィガ石油社長）

有限会社あづまや旅館

村山Bブロック　H29年9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

　東海林 るみ　氏

（天童商工会議所/会頭､天童木工社長） （村山Bブロック長、エツキ社長）

　6日 　8日

（天童市/会長、やまがたホケンセンター社長） （寒河江市/会員、リプライ社長）

（鶴岡市/専任幹事）

（倫理研究所/法人スーパーバイザー）

　30日 　29日 　29日

（山形市/相談役、柴田原料会長） （大江町まちおこし協力隊）

　20日 　22日 　22日

（山形市中央/会長、東北消防設備社長） （山形県/相談役、マルナカ中村商店会長）

　13日 　15日 　15日

【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

「地域の物語をつむぐ 」

日　　時

会　　費

会　　場

講　　師

  

 当館はおかげさまで明治44年11月1日の創業で、今年で創業107年を迎

える東根温泉の中でも老舗の旅館としてお客様に親しまれています。 

明治42、3年に大旱魃（かんばつ）になり、井戸水を掘ろうとしたところ温泉

が湧いたことが始まりで、湯元として玄関脇には石碑が立っています。昔と

変わらず今もこんこんと湧きだす琥珀色のお湯は芯からあたたまり、お客様

の心と体を癒してくれます。効き湯（医者いらず）としても地元のお客様や多く

のファンの方が多く利用して頂いています。 

人は人の温かさで癒されます。 

 お客様のストレスで張りつめた気持ちが人の温もりでうっすらと和らいでもら

えるように、そしてもう一度帰ってきたくなるようなそんな場所になるようにスタッ

フ一同、心と心がふれあえるおもてなしの提供を共有しています。 

 入会はタケダ自動車の武田社長からモーニングセミナーの会場にとお話

をいただいたのがきっかけです。「ちょっと考えてみます」と答えたのに「はい喜

んで」と聞こえてしまったのか、「よろしく♪」と明るく言われてしまい会場に使

用してもらうことになりました。内心は心配でしたが会員の皆様の素晴らしい

スピーチに毎回感動し今は本当に入会して良かったと思っています。 

 

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」  

不安は毒ガス、希望をもっているからいい事がおきるのです。自

分を信じて憂える事なく、新しいことにチャレンジしていきたいと思

います。 

 

オフタイムの過ごし方を教えてください？ 
子供たちの部活の応援(バスケ、テニス)娘と美味しい紅茶やワ

インを楽しく飲むこと 

 

好きな言葉や座右の銘は？ 
「自信は成功の第一の秘訣」 

 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
物事を全てプラス思考に考える 

健康(７年続けているトレーニングのおかげかな？) 
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