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　　　　めいろう

1/6　第228回　経営者モーニングセミナー（19社19名）　 2月 3日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「倫理経営との出会い」 テーマ： 「ありがとう!!『倫理との出逢い』」

講　師： 奥山 康博　氏（北村山倫理法人会会長/蔵王米菓㈱代表取締役　） 講　師： 　小屋　茂　氏

2月 8日（木）新単会設立準備委員会

場　所： 「ホテルシンフォニーアネックス」（寒河江）

昼　 食　　11:30～12:00

委員会  　12:00～13:15

2月 8日（木）山形県倫理法人会2月度役員会

場　所： 「ホテルシンフォニー・本館」（寒河江）

1/13　第229回　経営者モーニングセミナー（19社19名） 役員朝礼　　13:45～14:00

テーマ： 「楽酒楽酔※県産山田錦の地酒づくり・・・」 県役員会  　14:00～16:00

講　師： 塩原 未知子　氏（尾花沢市議会議員/㈲テンプレス） 2月10日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「冬でも生産販売できる作物＆元気になる作物」

講　師： 　海藤　明　氏

2月13日（火） 2月度北村山役員会

内　容： 「倫理経営講演会」※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

1/20　第230回　経営者モーニングセミナー（21社24名） 2月17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」 テーマ： 「純粋倫理を学んで」

講　師： 和田 英光　氏（おやじ日本山形　代表理事） 講　師： 　加賀 善子　氏

2月17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： 村山市「クアハウス碁点」

会　費： 2,500円　時　間：8:30～9:30

2月23日（金） 北村山「倫理経営講演会」

内　容： 「大転換の時代-つねに活路あり-」

1/27　第231回　経営者モーニングセミナー（18社18名） 会　場： 村山市「クアハウス碁点」

テーマ： 「移住人の地域貢献」 会　費： 2,000円　時　間:18:00～

講　師： 河村　豊　氏（東根市議会議員/たこ焼き「ゆたかや」） 2月24日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「好感を持たれる習慣の実践」
講　師： 　澤　秀一郎　氏

3月 2日（金） 村山Ｂブロック交流会

場　所： 天童　「いろは居酒屋　写楽亭」

　 村山ブロック会議（役員対象）17:00～

日本酒を楽しむ会　18:30～

講　演
法人局参事　法人アドバイザー

17：30～ 　澤　秀一郎　氏
18：00～20：15 事業体験報告
村山市「クアハウス碁点」 福島県郡山中央倫理法人会

　三瓶 利正　氏

村山電気工業株式会社（村山市） 板垣 貞清 社長　(H30年2月入会）
さん

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！

（法人アドバイザー/(医)沢矯正歯科医院　理事長・院長）

北村山倫理法人会　平成30年度倫理経営講演会のご案内
今年度のテーマ　「大転換の時代　～つねに活路あり～」

受　付
開　演
会　場

日　時 2月23日（金）

聴講料 2,000円

北村山倫理法人会会報 平成30年2月号

～2月の行事予定～

（新庄最上　広報委員長/ペイント倶楽部　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

1月度経営者モーニングセミナー報告　(77社80名参加)

筆者：専任幹事　高橋進一　

筆者：研修副委員長　東海林るみ　

筆者：副会長　奥山浩哉　

筆者：会長　奥山康博　

（雪国育ちの自然薯　大石田町新作物開発研究会　会長）

（天童市　副会長/山形中央観光㈱代表取締役社長） 北村山で三回目の講話、今回は銀行マン時代に接点があった

様々な会社の実例から学ぶべき点を数多く挙げていただきました。

仕草一つでその会社の姿勢までも見えてきてしまう。ＹＥＳマンだけ揃

えてしまうと悪い情報は社長の耳には入ってこなくなるので性格の違

う人もブレインに入れた会社経営をした方が良い等など。また一方

社長の知らないところで社員の自主的気配りもあると、多くの気付き

や媚びない経営も学ぶべき点でした。 

 東根に移住した理由が、ある会社の負債整理。それがきっかけで、

家族でこの地に移り住むことになる。住宅を購入し、市議会議員に

立候補、当選。河村先生からは、定住の理由として、あふれんばか

りの東根、北村山の魅力や地域愛そして人の繋がりをお聞きすること

ができました。大阪たこ焼きのお店（ゆたかや）は今、地域の繁盛店

として大活躍！河村先生もまた地域になくてはならない方になりまし

た。今後のご活躍ご祈念いたします。 

 酒米山田錦を地元尾花沢で栽培し、純米大吟醸のお酒「楽酒楽

酔」を作り出すまでのお話でした。尾花沢の気候では、山田錦を育て

るのは非常に難しく、地域の仲間と共に栽培研究を重ねてきたそうで

す。お酒の味だけでなく瓶のデザインにもこだわりオリジナルの地酒を生

み出しました。常に新しいことに挑戦する姿、地域の方々との繋がりの

大切さ、地元尾花沢市を発信する力に感動しました。 

 講話ピンチヒッターとしていつでもOKと準備万端の奥山会長、今

回は会長として新年トップの巡り合わせ。これまではスマートにしてウ

ケ狙いあった講話シナリオ。今回は一転して、会社経営への熱き

想いを「魂の響き」として感じさせるものでした。自分自身の使命感

責任感ゆえの重責。さらにはその奥底にあるお父様への深い慈し

み。もう一度聞きたい。ご家族や倫友にも聞いていただきたい魂の

講話でした 



■えがおの人　北村山倫理法人会　
村山市余暇開発公社　クアハウス碁点

昭和32年　村山市富並生まれ

■えがおの現場　 血液型　Ｂ型

　理事長　齋藤　隆　　 創業：昭和57年

　職員数：70名（全体100名） 設立：昭和55年

　事業内容：ホテル事業、日帰り温泉事業、健康づくり事業
　所在地：山形県村山市碁点1034-7

 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： 「本当に大切なもの」 テーマ： 「中庸と現代社会」 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： 　庄司 秀幸　氏 講 師： 　永井 栖鳳　氏 講 師： 　鈴木 重幸　氏

テーマ： 「将棋について」 テーマ： ｢『優越の錯覚』からの脱却｣ テーマ： 「アフリカから山形へ」

講 師： 　大泉 義美　氏 講 師： 　那須  隆　氏 講 師： 　白井 健道　氏

テーマ： 「無口、口べた、人見知り、小心者社長の営業戦術」 テーマ： ｢0.2秒のハイッの実践｣ テーマ： 「栞から学ぶ」

講 師： 　中西 和則　氏 講 師： 　田中 正之　氏 講 師： 　坂元 一成　氏

テーマ： 「富士研報告会」 テーマ： テーマ： 「未定」

講 師： 　齋藤会長/加賀副会長/岡崎会員 講 師： 　西村 雅之　氏 講 師： 　西塚 誠一　氏

冬の挑戦が力になる！　「レッツ朝活チャレンジ」　開催中！
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。

　2日

　14日 　9日 　9日

　21日 　16日 　16日

（寒河江市副会長/㈲北斗クラフト　代表取締役） （山形県青年委員長/田中自動車）

（日本将棋連盟山形県支部連合会　会長）

（倫理研究所/北海道・東北方面担当研究員）

（倫理研究所　北海道・東北方面　方面長） （北村山研修委員長　東根市議会議員）

「あったまりの湯 ひまわり温泉ゆ・ら・らと 中山町」

村山市余暇開発公社　クアハウス碁点

村山Bブロック　H30年2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

　増川 雅司　氏

7日 　2日

（山形県立山形中央高等学校　野球部監督） （尺八工房） （山形市蔵王会長/㈱鈴木製作所　代表取締役社長）

　28日 　23日

（天童市富士研参加者）

【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

（㈱中山町振興公社　代表取締役社長） （北村山普及拡大委員長/㈱明友　取締役社長）

　23日

 健康づくりの施設「クアハウス碁点」は、昭和57年5月にオープンし今年で38年目

を迎えようとしております。管理運営は、一般財団法人村山市余暇開発公社が行っ

ており、「村山市故里交流施設 道の駅むらやま」も同様の管理運営となっておりま

す。クアハウス碁点は、オープン後、昭和61年に「温泉センター」の新築、平成3年

には「SPAプール」のオープン、そして、平成14年には改修工事を行いリニューアル

オープンし、利用者のニーズに応えられるような、魅力的な施設づくりを行いながら、

誘客を図ってまいりました。 

 しかしながら、近隣市町村関係の日帰り温浴施設等のオープンもあり、そして、ク

アハウス碁点本館の老朽化も徐々に進んできており、利用者も減少傾向にありまし

た。そのような中で、平成25年6月に、クアハウス碁点リニューアル計画の一環として、

「露天風呂付の大浴場新築オープン」を迎えることができました。 

 合わせまして、北村山倫理法人会への加入、そして、モーニングセミナー会場とし

て利用していただくことにもなりました。さらに、会員の方々のご利用もあり、現在では

以前とは比較にならないほどの賑わいとなっております。本当にありがとうございました。

そして、今年度は、ホストタウンとして「ブルガリア新体操ナショナルチーム」の来館、

「三笠宮寛仁親王妃信子殿下」の御成りなど、クアハウス碁点に新たな歴史が刻

まれました。 

 今後も、「笑顔でおもてなし」をモットーに頑張っていきたいと思っておりますので、宜

しくお願いいたします。 

好きな十七か条はなんですか？ 

【八】明朗愛和（めいろうあいわ） 

明朗は健康の父、愛和は幸福の母。 

明朗愛和、すべての活力の源である。 

 
オフタイムの過ごし方を教えてください？ 

ドライブ、温泉巡り、園芸等。 

還暦を迎えましたので、ゆっくりとした時間の流れが好みで

す。 

 

好きな言葉や座右の銘は？ 

「陰徳陽報」 

人として、当たり前のことを、当たり前に行っていきたい。 

 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
クアハウスを利用するお客様が心からの笑顔で帰られる

時。 
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