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11/4　第219回　経営者モーニングセミナー（16社17名）　
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： 滝口 富美子　氏（ギャラリー万華鏡　代表） 12月 2日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「B級グルメ等＋相続に関する法律」

講　師： 　武田 正男　氏

12月 5日（火）山形県倫理法人会12月度役員会

場　所： 「ホテルシンフォニー・アネックス」（寒河江）

役員朝礼　　13:45～14:00

県役員会  　14:00～16:00

11/11　第220回　経営者モーニングセミナー（19社19名） 12月 9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」 テーマ： 「過去から未来へ　～転職を通じて得たもの～」

講　師： 東海林　啓　氏（山形県立天童高等学校　教諭） 講　師： 　井関 武志　氏

12月 9日（土） 「クリスマスとイタリアンの夕べ」

場　所： 「ペコリーノ・スペリオーレ」（東根市）

時　間： 18：00～　会　費：4,500円

12月16日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「私が婚礼衣裳業から婚活

11/18　第221回　経営者モーニングセミナー（15社18名）
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」 講　師： 　矢口 匡彦　氏（矢口 社長/鶴亀 役員）

講　師： 細江 大樹　氏（倉岡法律事務所　弁護士） 12月19日（火） 北村山12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

12月23日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「無口、口べた、人見知り、小心者社長の営業戦術」

講　師： 　中西 和則　氏

11/25　第222回　経営者モーニングセミナー（15社15名） 12月30日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「実践のち・か・ら」 テーマ： 「倫理経営を土台に山形のものづくりを世界へ発信」

講　師： 中嶋 章浩　氏（茨城県倫理法人会　相談役） 講　師： 　鈴木 重幸　氏

　12月16日（土）8：30～
　場所は「クアハウス碁点」

　

小林 俊一 店長　（Ｈ29年12月入会）
さん

北村山倫理法人会は地域の“寺子屋”です！

山形トヨペット株式会社　村山店（村山市）新入会員
ご入会ありがとうございます！

今月の「温泉deヨガ」

　　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

（寒河江市 副会長/北斗クラフト 代表取締役）

12月からのMS会場はクアハウスさんです！

（野村證券 ファイナンシャルアドバイザー）

会員異業種交流会！プレゼントお忘れなく！

（山形市蔵王 会長/鈴木製作所 代表取締役）

(結婚相談所)業に飛び込んだ3つの理由」

筆者：広報副委員長　矢作孝子　

筆者：相談役　早坂幸起　

～12月の行事予定～

（山形県倫理法人会 監査/武田法律事務所 弁護士）

北村山倫理法人会　平成29年度モーニングセミナーDOIN.30で見事２位に！

北村山倫理法人会会報 平成29年12月号

11月度経営者モーニングセミナー報告　(65社69名参加)

筆者：女性副委員長　金村恵美子　

筆者：女性委員長　田中幸子　

 霞城倫理法人会から滝口富美子さんを講師にお迎えして、万華

鏡の美しさに息をのみ、万華鏡の世界に引き込まれてしまいました。

移りゆく美の世界に心を奪われ、不思議に癒される空間と時間に

出会いました。貴方も平らな鏡から3次元の映像が生まれる神秘

的で不思議な世界をのぞき、自分自身の心と向き合う刻を持たれ

てはいかがでしょうか？ 

 物腰の柔らかな話し方と優しい表情は、弁護士さんの印象が大き

く変わりました。もっとうは「弁護士をあなたの身近な存在に。」そのも

のを日々、山形県内で実践していらっしゃいます。現在のお仕事の

内容の中心は、インターネットによる詐欺やプライバシーによる訴訟問

題など、手軽で身近な存在故に犯罪も身近になっていると警鐘をな

らされた研修でした。大人だからインターネットをしっかりと学ぶ良い機

会となりました。 

 茨城県水戸市で美容室「サロントモ花」を経営されている中嶋法

人アドバイザー、奥様が病気で入院している時に大怪我をして自分

も入院。そんな窮地の時に出会ったのが「家庭倫理の会」で、奥様

と一緒に入会したそうです。「最も大切な、わが命の根元は、両親で

ある・・・」栞Ｐ91より。栞を学ぶことによって両親への感謝の気持ちが

起こり、奥様も次第に元気になり、新しい店もオープンし、法人会に

も入会されたということでした。 

 未だかつてない“ポッキーの日”の演出で始まった東海林先生の

講話。“まずやってみてそれから考えればよい”と教えてくれたお父さ

ん。“限界ライン”を定めてくれたお母さん。やんちゃな東海林先生が

大学時代の恩師から“責任の取り方”“まず自分がやってみること”

を教わり、教師となった現在。“机の上では人材育成は考えられな

い”と変な先生による真面目な倫理拡大戦略は進行中です！！ 

 先日開催された会員大会の席上で平成29年度の経営者モーニングセミナーDOIN50.30の表彰が行われ、北村山倫理法

人会が見事DOIN30の部で第2位となり奥山会長が表彰状を受け取りました。 

 DOIN50.30というのは昨年度から県モーニングセミナー委員会で始まったモーニングセミナー参加率向上のための取組で、

役員朝礼（今年度からモーニングセミナー朝礼に呼称変更）参加率50％、モーニングセミナー自単会参加率30％を目ざす

ものです。北村山倫理法人会は山形市内の大きな単会を抑えモーニングセミナーの自単会参加率で15単会中堂々の2位

になりました（1位は長井市）。ちなみに総合優勝は山形市蔵王倫理法人会でした。 

 今年の目標はもちろんDOIN30の部での優勝！そのためには毎回自単会の会員の皆様20名の出席が必要になります、会員

の皆さんのご協力宜しくお願いします！モーニングセミナー朝礼の出席も合わせてお願いします！ 





■えがおの人　北村山倫理法人会　研修委員長
東根市議会議員

昭和37年　栃木県宇都宮市生まれ

■えがおの現場　 血液型　A型

　代表　白井 健道

　活動開始：平成25年

　事業内容：国際理解教育を通した人材育成
　所在地：山形県東根市島大堀264番地

 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： 「国際ソロプチミスト天童の活動について」 テーマ： ｢旅のスケッチから｣ テーマ： 「起業そして承継へ」

講 師： 　篠原 みゑ子　氏 講 師： 　三浦 孝太郎　氏 　1日 講 師： 　田中 栄造　氏

テーマ： 「おやじのせなか　社長のせなか」 テーマ： 「地道にコツコツと、継続＋挑戦」 テーマ： 「さらなる"新"に挑む(運命自招)」

講 師： 　斉加 義三　氏 講 師： 　大江 裕二　氏 講 師： 　佐藤 敬一　氏

テーマ： 「中性脂肪350からホノルルマラソンへ」 テーマ： ｢『６次産業化』のすすめ ｣ テーマ： 「苦難福門」

講 師： 　増井 浩一　氏 講 師： 　早川 博泰　氏 講 師： 　佐々木 正博　氏

テーマ： 「マインドフルネス　万華鏡による癒しの健康講座」 テーマ： テーマ： 「純粋倫理を学んで 」

講 師： 　滝口 富美子　氏 講 師： 　鈴木 義男　氏 講 師： 加賀 善子　氏

　

　

筆者：専任幹事　高橋進一

　13日 　15日 　8日

　20日 　22日 　15日

（天童市会員/大栄商事ディスパス代表） （日本政策金融公庫　山形支社　国民生活事業統括）

（天童市事務長/斉加商店代表）

　6日 　8日

（国際ソロプチミスト　日本北リジョン・トレジャラー） （山形県三代目会長/三浦板金製作所会長） （新庄最上専任幹事/山形チャレンジ工業会長）

Le Monde en Direct

村山Bブロック　H29年12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

　白井 健道　氏

（日東ベスト相談役）

11/24　倫理経営基礎講座　「第19講　決断と直観」　　　　　講　師：法人アドバイザー　中嶋 章浩　氏

（天童市副会長/山形中央観光代表）

　22日

(法人スーパーバイザー）

（山形中央研修委員長/大江車体特装代表） （山形市専任幹事/エスパック代表）

【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

「活力ある人・職場づくり」

　27日 　29日

（山形市霞城女性副委員長/ギャラリー万華鏡）

 「国際理解教育」の推進が日本や故郷（ふるさと）の素晴らしさの再発見

に繋がるとの考えに基づき、この実践を通じて地域の伝統・文化をきちんと

理解したうえで、さらにグローバルな視点を持った人材を育成することを目的

とした任意団体です。 

JICA勤務20年で得た経験などをお話することで、世界の多様性や日本、

地元の良さの再発見に繋がればと考えています。 

 団体の名前は、東京経由で世界と繋がるのではなく、東根市から「直接

世界と繋がれる！」という意味を込めたフランス語です。 

 これまで、市内中学校、ロータリークラブ、中小企業家同友会などで講

演を行ってきました。現在は、シリーズものとして、さくらんぼ東根駅2階にある、

コワーキングスペース C&Cひがしね で 国際協力、JICA、アフリカ、フラン

スなどの話をしています。最後は、アフリカ等との同時中継も予定していま

す（1回目は11/29、2回目は12/11、3回目以降は未定）。 

  市議会議員に初当選した際にお誘いを受けた講演会に参加し、その後

の懇親会に参加したところ、気がついたら入会していました！昨年度から、

研修委員長を拝命しておりますので、早めに富士研に参加しなければ！と

思っています。 

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」 

思春期の子どもを持つ親として、自戒をこめて 

 

オフタイムの過ごし方を教えてください？ 

ビートルズ研究（曲を聞いたり、本を読んだり、演奏した

り） 
 

好きな言葉や座右の銘は？ 

裏を見せ 表を見せて 散る紅葉 
 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
楽しいことを考えるようにしています 

 

 

 家庭倫理の会を実践されてきた中島先生はとても人情味とやさしさがありました、さらには事前学習の深さにも敬服いたしました。 山形県倫理法人会の

単会数はもちろんのこと、山形県倫理法人会の設立日、北村山倫理法人会の設立日までもしっかりと調べ済みでありました。それに加えて理事長方針、

世界に広がる倫理法人会の動きや全国単会数などの全体の動きも把握されたうえので実践活動は、日頃の足下の実践が重要と話します。生きていくこ

ととは「判断の連続」であり、そのためには限りなく純情（すなお）になること。朝の目覚めそのものは「起きよ」という天の命令である。目が覚めるのは何か必

要なことがあるから。目が覚めたらサッとおきる。起きてから時計を見る。純粋倫理の対象物であるヒト、モノ、自然で磨いていきましょう！ 
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