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10/7　第215回　経営者モーニングセミナー（21社21名）　 11月 4日（土） 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」 テーマ： 「マインドフルネス　万華鏡による癒しの健康講座」

講　師： 菊地 仁士　氏（社会保険労務士法人ルート企画　代表社員） 講　師： 　滝口 富美子　氏

11月 7日（火）山形県倫理法人会11月度役員会

場　所： 「ホテルシンフォニー・本館」（寒河江）

役員朝礼　　13:45～14:00

県役員会  　14:00～16:00

11月 9日（木）倫理青年の集い「若手実践塾」

テーマ： 「MS講師養成講座」 16:00～

10/14　第216回　経営者モーニングセミナー（15社16名） 講　師： 炎の講演家　鴨頭 嘉人　氏

テーマ： 「末期癌から学ぶ明朗の心」 会　場： 山形グランドホテル　　参加費：8,000円

講　師： 齊藤　実　氏（法人SV/アルファプランウェーブ　代表取締役） 11月 9日（木）コミュニケーションスキルアップ「倫理朝礼塾」

内　容： 朝礼や普段の職場生活からのコミュニケーション力アップ

対　象： 各単会会員企業の新入社員及び若手・中堅社員

会　場： 倫理法人会合同事務所　13:00～

11月11日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「へんな先生の変な先生による真面目な倫理拡大戦略」

講　師： 　東海林 啓　氏

10/21　第217回　経営者モーニングセミナー（19社32名） 11月14日（火） 11月度北村山役員会

テーマ： 「嫁ぐということ　4世代8人家族からの学び」 内　容： 「クリスマスパーティー」※昼食しながらになります。

講　師： 沼澤 美華　氏（龍岩寺　寺族/お寺あそびの日　主宰） 会　場： 東根市「ペコリーノ」さん

会　費： 500円　時　間:12:00～13:00

11月16日（木） 北村山「ワインを楽しむ会」

内　容： 2017ボージョレー・ヌヴォー解禁！

会　場： さくらんぼ東根温泉「民謡の宿　あづまや」

会　費： 6,000円　時　間:18:30～

11月18日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「IT弁護士が語る、経営者・親としてのインターネットとの付き合い方」

10/28　第218回　経営者モーニングセミナー（25社26名） 講　師： 　細江 大樹　氏

テーマ： 「人間ロースター・身を粉にして」
講　師： 奥山 幸一　氏（自家手焙煎珈琲「豆まろ」　焙煎人） 11月18日（土） 温泉 DE ヨガ in 北村山

内　容： ゆうきさおりさんによるヨガ講座

会　場： さくらんぼ東根温泉「民謡の宿　あづまや」

会　費： 2,500円　時　間：8:30～9:30

11月21日（火）山形県倫理法人会第13回会員大会

場　所： 「パレスグランデール」（山形市）

会員大会　　　16:30～17:45

講演会       　18:00～19:30

11月24日（金）18:30～ 　倫理経営基礎講座

テーマ： 「第19講　決断と直観」

講　師： 　中嶋 章浩　氏 会　場：「石亭　小松」

 
11月25日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「実践のち・か・ら」

講　師： 　中嶋 章浩　氏

11月25日（土）山形県倫理法人会「倫理体験発表会」

内　容： 県内８単会８名による倫理体験発表

場　所： 「ヒルズサンピア山形」（山形市）

時　間： 受付：13:00～　開会：13:30～

auショップ村山駅西（村山市） 吉川 晃史 店長　(H29年11月入会）
さん 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11月号

～11月の行事予定～

（山形市霞城　女性副委員長/ギャラリー万華鏡　代表）

　　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

（倉岡法律事務所　弁護士）

10月度経営者モーニングセミナー報告　(80社95名参加)

筆者：研修副委員長　東海林るみ　

筆者：会長　奥山康博　

おいしい珈琲講座　～コーヒーの素敵な楽しみ方～
（倫理研究所　法人アドバイザー/サロントモ花　代表）

（茨城県　相談役/水戸市中央　相談役）

筆者：県朝礼副委員長　菅野正行　

筆者：会長　奥山康博　

（北村山　会員/山形県立天童高等学校　教諭）

新入会員

 青果物卸売「後藤青果」の三姉妹長女として家業を継ぐ決心をし

ていたが、まさかの夫が住職となる。５つの役割（妻、嫁、母、家業

の経営者、寺族）をこなそうとたが４世代８人家族ではあまりにも無

謀。妹夫妻に家業を託すことで少しずつ家族の和が築き上げられ、

また地域に活かされる寺つくりを実践。 

 紙芝居風の文字表現で心も伝わる講話でした。 

 

 珈琲好きな私が「豆まろ」さんを教えていただいたのは奥山会長か

らでした。県職員時代に珈琲好きになり、次第により美味しい珈琲を

求める気持ちが強くなり、自ら独学で焙煎技術を磨き、それも手焙煎

豆屋を開業したこと。そんな自分を「変態」かなと、笑いを誘いながら、

そのいきさつや苦労話、美味しい珈琲の話など時間がとても足りな

いくらいのお話をしていただきました。 

 中学時代から目指した建築設計事務所開設と同時に倫理の学び

に入り十九年目。メラノーマの末期癌と胃癌という２つの大病を患い

絶望。暗くなる時ほど明るく行こうと明朗愛和喜働の精神とオプジーボ

治療が功を奏し完全回復。またこれも家族のおかげと至心より感謝。

何事も無かったように明るくにこやかに講話される姿こそ実践者の自信

を感じました。（道徳と倫理の違いは？道徳は国や時代でも違いがあ

るが純粋倫理は国際基準で同じ。） 

 山形のラーメンは世界一、無形文化財と称し、素人がプロの味

を頂くという謙虚な気持ちで麺活されている菊地さん。美味しいお店

を紹介する楽しいお話の中で、ラーメンのどんぶりや具材を社長や

社員にたとえ、会社の連携の大切さを伝えるとともに、ラーメンを通し

て山形の良さを全国に発信していくという情熱に山形の素晴らしさを

再認識させられた講話でした。 

 

 28日のMSのあとは講師をしていただいた奥山夫妻から今度は

実践編と言うことで、実際にコーヒーを淹れながら楽しみ方を教

えていただきました。手焙煎でのコーヒーは機械を使った焙煎と

は異なり豆本来の持つ風味が生かされるそうです。基本の淹れ

方を学ぶことによって家庭でも美味しいコーヒーを楽しむことがで

きるそうです。 

 また今回は奥山さんが実際に植えているというコーヒーの実の

ついた枝も持ってきて下さり、まさに五感でコーヒーを楽しむことが

できました。 



■えがおの人　北村山倫理法人会　広報委員長
社会保険労務士

昭和44年　山形県東根市生まれ

■えがおの現場　 血液型　A型

　代表社員　菊地 仁士

　創業：平成18年9月 設立：平成23年4月

　事業内容：社会・労働保険や年金、労働法関係など労務問題全般
　所在地：山形県東根市大字蟹沢1727-1

 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は毎週金曜日朝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： 「純粋倫理は人生の羅針盤 」 テーマ： テーマ： 「簡単に・・・・ 妻と仲良くなる方法 」

講 師： 　高野 睦子　氏 講 師： 「文化の日為、休会」 　3日 講 師： 　宮田 久雄　氏

テーマ： 「シリア難民と山形からの支援」 テーマ： 「重要文化財　弘前城の大移動」 テーマ： 「～第10条 働きは最上の喜び～ 」

講 師： 　安達 三千代　氏 講 師： 　我妻 悦雄　氏 講 師： 「DVD講話」

テーマ： 「なぜ目の前のあの人は成功してあの人は失敗するのか」 テーマ： ｢栞に学ぶ｣ テーマ： 「倫理いろいろ」

講 師： 　間木野 仁美　氏 講 師： 坂元 一成　氏 講 師： 　荒井 照雄　氏

テーマ： 「母として 妻として 社長として 」 テーマ： テーマ： 「麺活を通して故郷山形を想う」

講 師： 　粕川 治子　氏 講 師： 　小野木 重弥　氏 講 師： 菊地 仁士　氏

山形県倫理法人会第13回会員大会のご案内
平成29年11月21日（火） 受　　付 15：30～16：30

　 3,000円（懇親会参加者のみ） 会員大会 16：30～17：45

パレスグランデール（山形市） 講演会 18：00～19：30

　 中桐万里子（なかぎり　まりこ）氏 懇親会 19：45～20：45

(山形市普及拡大委員長）

（米沢市事務長/我妻組代表）

　8日 　3日

（法人アドバイザー/マリアージュタカラ代表） （法人レクチャラー/水戸市倫理法人会　相談役）

万人幸福の栞 解説

　22日 　17日 　17日

（山形市蔵王普及拡大副委員長/大同生命保険） （倫理研究所北海道・東北方面　担当研究員）

　15日 　10日 　10日

社会保険労務士法人　ルート企画

村山Bブロック　H29年11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

　菊地 仁士　氏

（認定NPO法人IVY　事務局長）

「反始慎終 本を忘れず 末を乱さず 」

日　時

会　費

会　場

　29日 　24日

（山形市中央副会長/カスカワスポーツ代表） （庄内中央会長/大商金山牧場代表） （北村山倫理法人会　広報委員長）

【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

講　師
（二宮尊徳氏七代目子孫）

　24日

 本日はご自身と同じスタッフがもう3～4人は欲しいくらい忙しいとおっ

しゃる、社会保険労務士菊地仁士さんの事務所へおじゃまさせていただ

きました。家族構成は奥さん、子供さん2人と愛猫2匹の6人家族です。 

 法人設立の背景はお父さんが大きな病気にかかってしまったときがあり、

代表者が倒れる経営リスクを回避しながら同時に、お客様へ安心感を

与えそしてスムーズな事業継続を目指すという、あくまでもお客様第一が

目的でした。 

 多忙な毎日を送られている菊地さんの健康法は、お母さん手作りの

「玉ねぎ酢漬け＋ハチミツ入り」とブロッコリ・スプラウトをほとんど毎日摂

ることで免疫力がアップしてつらい花粉症も改善したそうです。 

 倫理法人会への入会のきっかけは、当時の鈴木県会長（でん六社

長）と天童市水沢会長（現県幹事長）が来社され、「北村山倫理法人

会創設」のための入会を勧められ即答で入会していただいたそうです。 

 仕事の都合でMSにはほとんど出席が出来ていないため自分自身の

変化については全くわかりませんが、倫理で出会う社長さんは皆穏やか

で素晴らしい方達ばかりなので、そのような社長さんのもとで働いてみた

いと思うことがとても多いとのことでした。 

好きな十七か条はなんですか？ 

【六】子女名優（しじょめいゆう） 

「子は親の心を実演する名優である」 十七か条全て心

に来るものがありますが、小学生２人の親である現在子供

の行動パターンが「自分自身を反映している事に気づくた

び反省しております。 

オフタイムの過ごし方を教えてください？ 

毎日晩酌は欠かさず楽しむようにしています。様々な経営

者様や気の置けない仲間と回るゴルフも最近は大切にし

ています。 

好きな言葉や座右の銘は？ 

「努力した者が全て報われるとは限らん。しかし！成功した

者は皆すべからく努力しておる！！」漫画「はじめの一歩」

で鴨川会長が発した言葉です。自分や子供、全ての人

に対して共通するとても重みがあって大好きな言葉です。 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
今は 家族 お酒とゴルフ かな？ 
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