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9/2　第210回　経営者モーニングセミナー（19社19名）　 10月 3日（水）山形県倫理法人会10月度役員会

テーマ： 「祈りの倫理」 場　所： 「ホテルシンフォニー・本館」（寒河江）

講　師： 田中 範孝　氏（倫理研究所　参与） 役員朝礼　　13:45～14：00

県役員会  　14:00～16:00

経営者モーニングセミナー
テーマ： 「麺活を通して故郷山形を想う」

講　師： 　菊地 仁士　氏

10月12日（火） 村山Bブロック交流会

場　所： 「ホテルシンフォニー本館」（寒河江）

9/9　第211回　経営者モーニングセミナー（20社21名） 村山ブロック交流会　16：30～

テーマ： 「私たちの使命」 懇親会　18：30～（会費3,000円）

講　師： 安藤 政則　氏（山形県倫理法人会　会長） 10月13日（金）18:30～ 倫理経営基礎講座

テーマ： 「第18講　倫理指導の偉力」

講　師： 　齊藤　実　氏

10月14日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「末期癌から学ぶ明朗の心」

講　師： 　齊藤　実　氏

9/16　第212回　経営者モーニングセミナー（21社21名） 10月17日（火） 北村山10月度役員会
テーマ： 「働きは最上の喜び」 テーマ： 「普及拡大について」※昼食しながらになります。

講　師： 布施 富將　氏（㈲布施弥七京染店　十一代目） 会　場： 東根市「竈煙　心月」さん

会　費： 500円　時　間：12:00～13:00

10月17日（火） 平成30年度「役職者研修」

場　所： 「パレスグランデール」（山形市）

基礎研修　16：30～18：30

会食　18：45～19：30（1,000円）

10月21日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「嫁ぐということ 4世代8人家族からの学び」

9/23　第213回　経営者モーニングセミナー（19社20名） 講　師： 　沼澤 美華　氏

テーマ： 「愚痴から繋ぐ」
講　師： 長瀬 洋一　氏（㈱東北テレネット　代表取締役） 10月22日（日） 北村山「懇親いも煮会」

場　所： 村山野川河川敷特設会場（東根市）

時　間： 11：00～会　費： たったの1,000円

10月24日（火） 天童市特別イブニングセミナー

場　所： 「天童温泉　栄屋ホテル」18：30～

テーマ： 「愛がすべてを解放する」

講　師： 篠田 真宏　氏（名古屋市中川区幹事）

9/30　第214回　経営者モーニングセミナー（23社23名） 10月28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」 テーマ： 「人間ロースター・身を粉にして 」

講　師： 大場　和成　氏（㈱エム・エス・アイ　部長） 講　師： 　奥山 幸一　氏

　10月21日（土）8：30～
　場所は「民謡の宿　あづまや」

株式会社すまいるステーション（天童市）　佐藤　亮　社長　（H29年10月入会）
さん

北村山倫理法人会会報 平成29年10月号

筆者：会長　奥山康博　

9月度経営者モーニングセミナー報告　(102社104名参加)

筆者：専任幹事　高橋進一　

筆者：副会長　奥山浩哉　

筆者：相談役　早坂幸起　

筆者：専任幹事　高橋進一　

～10月の行事予定～

（法人スーパーバイザー/アルファプランウエーブ代表）

（龍岩寺　寺族　お寺あそびの日　主宰）

今月の「温泉deヨガ」

北村山倫理法人会は地域の“寺子屋”です！

10月　7日（土）

　　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

（北村山広報委員長/社会保険労務士）

（法人スーパーバイザー/アルファプランウエーブ代表）

（自家手焙煎珈琲　豆まろ　焙煎人）

※「心月」親方特製のいも煮をご用意します！

ご入会ありがとうございます！

 まいった時こそ「よかったなぁ♪」と念願する予祝文化は、ありがと

うございますと求めない事強制しないこと。祈願することは感謝して

受け入れること、恵まれて感謝 あたりまえに感謝 苦難に感謝 

 田中先生には3度目の講話を拝聴させていただきました、病気が

進行しているということを講話のなかで知り得ました。お変わりになら

れた発声にはとてもショックでしたが、これからも純粋倫理の普及に

ご活躍されること念願いたします。 

 60歳で倫理法人会に入会し「栞」に出会うと同時に、生活の仕

方に法則があることに驚きそれが読書の習慣にも繋がった。山形市

中央の相談役・継栄塾塾長として５年先１０年先を見据えて普及

活動を楽しんでいる、普及は新しいお客様の発掘にもなるし、それが

会に貢献するのであればとまさに県の今年度の方針である「倫経一

体」の実践者の神髄を聞かせていただきました。 

 理想と現実のギャップから「愚痴と言い訳」をずっと続けてしまう、愚

痴は仕方ないが多いと自分を蝕んでいき、創造性を失っていく。経

営者は「さんなんねものはさんなんね」「自分を変えていかなければな

らない」少しの不満にも耳を傾け聞く姿勢をもたなければならない。若

い社員が多く活気に満ち溢れている東北テレネットさんは東北一円で

活躍中です、長瀬社長は、事業継承、そして新規事業へとエネル

ギーを前に向けて走っています。  

 毎朝6時に出勤しトイレ掃除と営業車磨きを実践していると言う大場

さん。他人との約束は守れるが、自分との約束は崩れやすい。師と

仰ぐ鍵山秀三郎氏の凡事徹底を「益はなくとも意味はある」とし、継

続的に自分との約束を果たす生き方には脱帽です。謙虚さがにじ

み出る講話でしたが掃除で社風を変え、社格を変えたものと感動さ

せられました。「良い技術者となる前に立派な人間たれ」のMSI会社

方針のごとくです。 

 一年前の９月３日に講和を頂いた時のテーマが”私の使命“でし

た。今回のテーマが”私たち“に変わっていることからも、組織として

の活動内容に主点を置いた話になりました。 

 兆という字から想像する単語を例に、「逃げる」のか「挑戦」するの

か、自身の心の姿勢が会社や組織でのそのままのスタンスになって

いることを知りました。一線を越えて挑戦しましょう。（いい意味で！） 



■えがおの人　北村山倫理法人会　
合同会社東根フルーツワイン　代表

昭和23年　山形県東根市生まれ

■えがおの現場　 血液型　A型

　代表　阿部 利徳 設立：平成28年3月

　事業内容：山形13番目のワイナリー、ワインの製造、販売

　酒類販売業免許、果実酒製造免許
　所在地：山形県東根市大字大江新田字平林39-1

 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： 「繋ぐ 」 テーマ： 「素晴らしき哉！『ハイ』」 テーマ： 「受け切る力」

講 師： 　市村 清勝　氏 講 師： 　柏田 良丸　氏 　6日 講 師： 　枝松 秀雄　氏

テーマ： 「さらなる"新"に挑む（運命自招）」 テーマ： 「未　定」 テーマ： 「情けは人のためならず 」

講 師： 　佐藤 敬一　氏 講 師： 　五十嵐 慶三　氏 講 師： 　庭崎 賢恵　氏

テーマ： 「1本のポプラが砂漠を緑に」 河川清掃 テーマ： 「未　定」

講 師： 　村山 順弥　氏 下川原 講 師： 「未　定」

テーマ： 「チーム作りの秘訣と倫理」 テーマ： テーマ： 「未　定」

講 師： 　篠田 真宏　氏 講 師： 　土屋 玲子　氏 講 師： 　三上 浩子　氏

　

　

筆者：会長　奥山康博

「未　定」

9/1　倫理経営基礎講座　「第17講　実践の要件」　　　　　講　師：倫理研究所　参与　田中 範孝　氏

【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

（山形市蔵王女性委員長）

（庭月観音　住職）

　25日 　27日 　27日

（名古屋市中川区幹事/リ・クリエイション代表） （山形中央/ハイテックシステム）

　18日 　20日 　20日

（米沢市会長/村山商工代表）

　11日 　13日 　13日

（山形市専任幹事/エスパック代表） （山形県相談役/竹原屋本店代表）

　4日 　6日

（山形市中央事務長/市村工務店代表） (DVD研修　(株)菱友) （倫理研究所法人局　研修部研究員）

合同会社　東根フルーツワイン

村山Bブロック　H29年10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

　阿部 利徳　氏

 「合同会社東根フルーツワイン」は2016年3月に発足しました。果実酒

製造免許は、会社を立ち上げてからでないと申請できないという税務

署の指導があり、4月に申請後免許が下りたのは10月に入ってからの事

でした。そこでようやく事業が開始できる事となり、今日まで慌ただしい毎

日を送っています。果樹王国東根市にはサクランボやラ・フランスなど

有り余るほどの特産果実がありますので、東根市産100％の果実にこだ

わり、飲んで美味しいばかりではなく、健康によいワインの製造・販売に

心がけております。また、ワインの成分が健康に良いことをデータで示し

たいと、分析にも力を入れております。ここまで来て徐々に、サクランボな

どのフルーツワインを買ってくださるお客様が増えてきました。 

 今年の3月に奥山会長、高橋専任幹事それにあづまやの女将、東

海林さんなどが会社に来てくださり倫理法人会の事を熱心にご説明され、

皆さんの人柄にも感動し入会させて頂きました。その後、モーニングセミ

ナーには都合の良い時しか出席できませんが、毎回励ましをいただいて

おります。また、各地域（新庄最上から南陽まで）のMSに招かれ計5回

お話させていただきました。 

好きな十七か条はなんですか？ 

【十四】心即太陽（しんしょくたいよう） 

「希望は心の太陽である」 最初にMSで講話した時の輪

読がこの十四でした。希望は与えられるのを待つのではな

く、自分で掴み取るものだという言葉に、とても共感を覚え

ました。 

オフタイムの過ごし方を教えてください？ 

長い休みが取れれば登山をしたい所ですが、仕事で一

息つける時に家族の住む東京を往復するのが最近の楽

しみです。移動の新幹線車中はゆとりある時間を過ごせて

います。 

好きな言葉や座右の銘は？ 

「新しい事に挑戦する限り、人は年をとらない」 

今年105歳で亡くなった日野原重明氏の言葉です。身体

的には老いるが精神的には歳をとらないという意味ですね。 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
苦労を楽しむこと。 

 倫理経営は、実践によって結果が表れる事である。実践の「践」は践む（ふむ）である。一歩踏み出して、自分のこれまでの常識を超えることが実践とな

る。新しく践むことが実践であり、既に身についた実践は実践とは呼ばない。実践の心得は①即行②純粋③直行④結果を考えぬ⑤緊張⑥一気呵成⑦

押し通す⑧反復不退⑨不悲不喜⑩慎終となる。実践をすることで「倫理体験」をすることになるが、倫理体験は語るべきである。語ることで救われる人が

おり、自分を見つめ直す良い機会であり、正しさの証明となる。大いに語るべし。その要領は①自己紹介②報告内容の要約③苦難の具体的状況④倫

理の導入と気付き⑤実践の状況⑥実践後の結果⑦学んだ倫理と決意。この流れで起承転結となる。苦難も自分での受け方により好転してくる。苦しい

時は、「良かったなー」と自分に向かって深く落とすことで解消される。何事も、いつも「良かったなー」。これは他人に向けるものでは決して無い。苦しいこと

は「（こうなって）良かったなー」 
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