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12/2　第223回　経営者モーニングセミナー（18社18名）　 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」 テーマ： 「倫理経営との出会い」

講　師： 武田 正男　氏（山形県倫理法人会　監査/弁護士） 講　師： 　奥山 康博　氏

1月 9日（火）山形県倫理法人会1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

経営者モーニングセミナー
テーマ： 「楽酒楽酔※県産山田錦の地酒づくり・・・」

12/9　第224回　経営者モーニングセミナー（20社21名） 講　師： 　塩原　未知子　氏

テーマ： 「過去から未来へ～転職を通じて得たもの～」
講　師： 井関 武志　氏（野村證券ファイナンシャルアドバイザー） 1月16日（火） 北村山1月度役員会

テーマ： 「倫理経営講演会について」※昼食しながらになります。

会　場： 東根市「ペコリーノ」さん

会　費： 500円　時　間：12:00～13:00

1月20日（土） 経営者モーニングセミナー
テーマ： 「企業に学んだこと、そして自分自身が行ってきたこと」

講　師： 　和田 英光　氏

12/16　第225回　経営者モーニングセミナー（21社21名） 1月27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（結婚相談所）業に飛び込んだ３つの理由」 テーマ： 「移住人の地域貢献」

講　師： 矢口 匡彦　氏（㈲矢口　代表取締役社長/㈱鶴亀　役員） 講　師： 　河村　豊　氏

会員家族交流企画

12/23　第226回　経営者モーニングセミナー（18社18名）
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（寒河江市倫理法人会　副会長）

12/30　第227回　経営者モーニングセミナー（21社24名）
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： 鈴木 重幸　氏（山形市蔵王倫理法人会　会長）

株式会社ミサワ建築設計事務所（村山市）　　武田 俊秀　代表取締役　（H30年1月入会）
さん

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　　【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

（おやじ日本山形　代表世話人）

ご入会ありがとうございます！

1月　6日（土）

（北村山会長/蔵王米菓代表取締役）

1月13日（土）

（尾花沢市議会議員/テンプレス　アートディレクター）

（東根市議会議員）

北村山倫理法人会会報 平成30年1月号

筆者：会長　奥山康博　

12月度経営者モーニングセミナー報告　(98社102名参加)

筆者：専任幹事　高橋進一　

筆者：青年委員長　小川　慶　

筆者：青年副委員長　森　里史　

筆者：相談役　早坂幸起　

～1月の行事予定～

クリスマスとイタリアンの夕べ

 山形東高バレー部で国体出場経験ある武田先生はナント都庁

に勤められていたということ！当時の建築Gメンが現在は本業での

強味としていること。人生に無駄はない。作らない。さらに大変なグ

ルメでジャンルを問わず、地域を問わず、国を問わず、美味なる食、

珍しい食、B級から高額商品まで味わう美食家。本講話でご紹介

いただいた美食は３１ 種類、詳しくは武田法律事務所HPグルメもご

覧ください。 

 婚活イベントの先駆者、日本の結婚者数減少に歯止めを掛ける

べく、全国で活躍している矢口社長の講話。貸衣装業に留まらず、

結婚応援システム「つるかめメイト」へ事業を発展させた過程を、グラ

フや数字を取り入れて説得力のある話をしていただきました。未婚者

へのお世話役が少なくなった昨今。ぜひ身近な未婚者の方へ「い

づ結婚すんなや！」と優しい声掛けをお願いします。 

 前職のディーラー営業で『訪問恐怖症』になってしまったという中西

社長、友人と共同経営で起業した今の会社も、営業の出来ない社

長で会社は火の車・・・。そこで発想の転換、訪問営業しないで積極

的に待つ営業スタイルを確立、2006年に開始したお客様向けニュー

スレターは現在122合目で12年継続中。またブログも1066日、1日も

休まず発信続けているそうです。 

 

 「お客様を裏切らない会社」をモットーに山形から世界にロックミシ
ンの供給をしている鈴木製作所。和風総本家に取り上げられるだけ

の職人技を追求しつつ、新たな開発にも果敢に挑戦する社員の元

となる社長の姿が見えて来ました。その実践としては「明るさ」と「夫

婦の愛和」。穏やかな話し方でしたが時代が変化しても変わらない

倫理経営を貫くことで発展し続ける安定性を感じる内容でした。 

 

 プロサッカー選手時代、高校教諭時代、そして現在の野村証券。

2度の転職で得られたものをテーマにご講話頂きました。「生き残るこ

とが出来るのは、強い者でも、賢い者でもなく、変化できる者だ」な

どの名言を引用されながら、変化し続ける時代に対応しなければな

らないと、向上心を持ち続けなければいけないと感じたご講話でした。 

 会員の皆様の異業種交流も兼ねた「家族交流

クリスマスとイタリアンの夕べ」が12月9日に会員さ

んでもあります東根市のペコリーノさんで開催されま

した。今回は秋に予定していた恒例の「いも煮会」

が都合で開催できなかったこともあり、日頃お世話

になっているご家族を交えてのクリスマスパーティー

となりました。 

 ペコリーノさんの美味しいイタリアンと、奥山会長

秘蔵のワインを味わいながら、会員の皆さんの仕事

を少しでも知ってもらおうと、お仕事ＰＲコーナーやク

リスマスプレゼント交換等で時間を忘れて盛り上が

ることができました。 



■えがおの人　北村山倫理法人会　女性副委員長
MKジャパンメディカルヘルスケア㈱代表

昭和37年　東京都目黒区生まれ

■えがおの現場　 血液型　A型

　代表　金村 恵美子

　活動開始：平成25年

　事業内容：～皆様の心と身体の健康を考える～
　所在地：山形県東根市本丸西4－1－26

 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： 「Let'sチョコレートブレイク♪」 「戸沢神社にてご祈祷」

講 師： 　佐竹 ゆり江　氏 　5日 年頭式

テーマ： 「70歳　矩を超えず 」 テーマ： 「分水嶺」 テーマ： 「実践倫理」

講 師： 　朝倉 幹雄　氏 講 師： 　佐々木 正博　氏 講 師： 　阿部 英明　氏

テーマ： 「倫理は人生をひらく 」 テーマ： ｢未定｣ テーマ： 「おやじのせなか　社長のせなか」

講 師： 　高橋 進一　氏 講 師： 　佐藤 悠美　氏 講 師： 　斉加 義三　氏

テーマ： 「え？私？運命自招」 テーマ： テーマ： 「陽転思考で生きる！」

講 師： 　佐藤 清和　氏 講 師： 　畠山 順一郎　氏 講 師： 滝本 忠夫　氏

冬の挑戦が力になる！　「レッツ朝活チャレンジ」　が１月からスタートします！
1月～3月の３カ月限定で、所属ブロックのモーニングセミナーに10回参加するスタンプラリーが始まります。

寒さに打ち勝ち、達成された会員の皆さんには各単会選りすぐりの賞品の中から「選べるプレゼント」を進呈いたします。

会員の皆様、ぜひご参加ください！

①スタンプラリー台紙を持って所属ブロックのモーニングセミナーに参加しスタンプをもらってください。

②10個目のスタンプが揃ったらカードを提出し、その場で達成プレゼントをお選びください。

③プレゼントはチャレンジ期間終了後、4月のモーニングセミナー会場にてお渡しいたします。

｢新春 ご祈祷MS「新年の挨拶」｣ 

　17日 　12日 　8日

　24日 　19日 　19日

（北村山専任幹事/さくら野コーポレーション代表取締役） （寒河江市女性委員長/出羽屋）

（法人アドバイザー/SOC(株)代表取締役会長）

（天童市事務長/斉加商店代表）

（岩手県法人スーパーバイザー/佐々木歯科医院） （鶴岡市倫理法人会普及拡大委員長）

「税務行政の現状と将来像 」

MKジャパンメディカルヘルスケア㈱

村山Bブロック　H30年1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

　金村 恵美子　氏

10日 　5日

（CHOCOLATE Lab. YAMAGATA　代表・オーナー） （会場/寒河江八幡宮）

　31日 　26日

（山形県県MS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

（寒河江税務署長） （法人レクチャラー　）

　26日

 50歳を超えたころから沢山の資格を取得しました。「ダイエット心理士」「心

理カウンセラー」「美腸講師」「丹田呼吸法」「エステシャン」 

ダイエット方法を学び、金村医院で、メタボカウンセリングを始めたのですが、

年々増える3大成人病やかくれメタボ！そんな事実に驚き「皆が健康にな

れるお手伝いをしたい」と自分の会社を設立しました。  

 「代謝が上がらない・低体温・花粉症などのアレルギー」も腸の健康と関

わっていることを知りました。腸の協会で「腸がキレイになり、腸から元気にな

ると、代謝・免疫力・やる気も向上し、幸せホルモンの増加で、心も身体も、

イキイキになれる事、でも腸が汚れた状態のまま、いくら良い食べ物を食べ

ても、高級なサプリを飲んでも、効果が出ない事」を学びました。一人でも多

くの方に伝えたいと、「腸活セミナー」を開催してきました。 

 倫理法人会の入会も自分の講話をしたい思いからでしたが、倫理のあり

方を学ぶ回数が増えてくると「倫理を学ぶのが楽しい」に気持ちが変わって

きました。 腸のセミナーを3年間で40回近く開催してきましたが、「学びを脳に

定着させる最高の方法は他人に説明する事」と言います。自分の為にも

「腸をキレイにする事が健康への近道だ」と伝えていきたい思っています。 

 

 

好きな十七か条はなんですか？ 

【五】夫婦対鏡（ふうふたいきょう） 

倫理を学び実践「主人に感謝し敬いの念でおはよう

ございます」と毎朝言っています 
 
 

好きな言葉や座右の銘は？ 

「七転び八起」 

つまずいても、ただでは起き上がらない！自分の為になる

物を手にして起き上がる 

 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
「今ここにある幸せを感じる」事 
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