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4/7　第241回　経営者モーニングセミナー（25社28名）　 5月 1日（火）酒田市みずほ倫理法人会　設立委員会

テーマ： 「父のこと」 場　所： 「ホテルシンフォニーアネックス」（寒河江）

講　師： 白井 健道　氏（北村山研修委員長/東根市議会議員） 昼　 食　　11:30～

委員会  　12:00～13:15

5月 1日（火）山形県倫理法人会5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

5月 8日（火） 5月度北村山役員会

内　容： 「新年度役員発表」※昼食しながらになります。

4/14　第242回　経営者モーニングセミナー（33社36名） 会　場： 東根市　「竈煙　心月」さん

テーマ： 「苦難は幸福の門」 会　費： 500円　時　間:12:00～13:00

講　師： 菅野 美奈子　氏（山形市霞城会長/ＡＩＳＯＨＯ企業組合） 5月12日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「三代目から四代目へ」

講　師： 　武田 博志　氏

5月12日（土）第１期山形県倫理経営塾「開講式」

場　所： クアハウス碁点（村山市）

時　間：

4/21　第243回　経営者モーニングセミナー（28社32名） 5月12日（土）県女性委員会セミナー（村山Ｂブロック）

テーマ： 「二番手が考える会社経営」 場　所： 「次年子窯（旧次年子小学校）

講　師： 大風　亨　氏（㈱大風印刷代表取締役社長） 「味覚の教室」と「陶芸教室」

時間　11：00～ 参加費　1,000円

5月12日（土） 西道精工公開セミナー

テーマ： 「町工場の娘～会社経営での苦労や裏話～」

講　師： 諏訪 貴子　氏（ダイヤ精機㈱代表取締役）

会　場： さくらんぼ東根温泉「嵐の湯」　14:00～

5月18日（金）18:30～ 倫理経営基礎講座

テーマ： 「第20講　運命を切り拓く」

4/28　第244回　経営者モーニングセミナー（35社36名） 講　師： 　那須　隆　氏

テーマ： 「人は鏡、万象はわが師」
講　師： 大澤 章利　氏（栃木県幹事長/㈱ネットコア代表取締役会長） 5月19日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「自分の『壁』をいかに越えるか」

講　師： 　那須　隆　氏

5月26日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「“心”とは何か？」

講　師： 　森田 直樹　氏

5月26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： 東根温泉「民謡の宿あづまや」

会　費： 2,000円　時　間：8:30～9:30

5月26日（土）8：30～
場所は「民謡の宿あづまや」

つるよしそば店（東根市） 矢作 陽輔　専務　(H30年4月入会）
さん

筆者：副会長　奥山浩哉　

筆者：副専任幹事　佐藤伸二　

筆者：相談役　早坂幸起　

筆者：事務長　菅原雄一　

（天童市相談役/㈱タケダ自動車代表取締役社長）

8：30～12：00

（北村山朝礼副委員長/三共木工㈱山形事業所長）

※法人会バッチ、ネームプレート着用、「万人幸福の栞」持参

（倫理研究所法人局　北海道・東北方面長）

北村山倫理法人会会報 平成30年5月号

～5月の行事予定～

　　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

4月度経営者モーニングセミナー報告　(121社132名参加)

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！

（倫理研究所法人局　北海道・東北方面長）

筆者：専任幹事　高橋進一　

今月の「温泉deヨガ」

講師　栃木県倫理法人会幹事長　大澤 章利　氏

4/27　経営者のつどい　「活力朝礼が会社発展のカギ」

 実の兄の突然の死によって、サポートする立場からトップに立ち130

人の社員を引っ張っていく事に。会社のさまざまな取り組みや、心が

けをお話しいただいた。初めてのＭＳ講話だったが、「チャンスはやっ

てみて後に振り返るとわかる」など、倫理での学びのような話がありま

した。コミュニケ―ションの中でも聞く力が一番重要、わかったふりを

せずキチンとしたヒヤリングが、お客様の需要を引き出す一番の事

です。心がけていきたいと思いました。 

 航空自衛隊からサラリーマン（ＴＫＣ）に転職し、人生の師でもある創

業者と出会う。創業者から渡された一冊の本で「禅」に出会いインド

で曼荼羅ヨガの研修にも参加。その後脱サラしてネットコアを創業した

ものの、ゼロからのスタートの苦難の時代が続く。中小企業家同友

会に入会して経営指針書を成文化し、倫理法人会に出会って「魂」

を入れる。活力朝礼は、社風をつくり経営理念を定着（体質改善）さ

せる漢方薬。 

 北村山での講話は3回目？と大変貢献いただいている菅野会長、

なんと埼玉から駆けつけた方もおられ久し振りの30人超え。高校時代

の女優鈴木保奈美さんと同じ部活の話しからバブル世代の笑いの

話。そして隣の旦那的に見方を変えると面白いように接し方が変わり、

たらいの水の如く気持ちも変わる、頼まれごとは試され事、「私、失敗

しないんです。」 倫理は講話以外も全て学び、最後は「打つ手は無

限」の名言で締められました。   

 裁判官という厳格な父の教育と裏腹に、無邪気な白井少年は

様々な行動をおこす。見かねた父に夜中に大谷観音様に連れて

いかれ、誓いを宣誓させられることに。今年１月にその父を亡くす。

晩年、介護を母とともに行い、父の最後の誕生日には孫を集めて

祝う。白井さんは悔いのない御見送りをされたと思う。一方、親から

離れて暮らす子や孫が、盆と正月に共有できる時間は１年でわず

か２４時間しかないことも知った。 

 創業から、そして倫理法人会と出会ってからの会社の変化を拝聴させていただきました。倫理と

出会ってから活力朝礼の導入を実践し、人間学教育を図り会社の社風構築をしていく。まさに倫

理実践の姿勢を目の当たりにさせていただきました。そして「経営指針（経営計画）に魂（たまし

い）を入れる」これこそが会社の大きな武器となり、倫理経営の実践に向かうということを体験から

学ばせていただきました。ありがとうございました。 

 



■えがおの人　北村山倫理法人会　
蔵王米菓㈱

昭和62年　山形県村山市生まれ

■えがおの現場　 血液型　Ｏ型

　代表取締役　奥山 康博

　設立：昭和40年 社員数：63名

　事業内容：せんべい生地・製品製造販売、スナック製造販売等 
　所在地：山形県村山市たも山4600-84

 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。

山形県倫理法人会女性委員会セミナー　　「大人の授業！味覚と陶芸」
担当：女性委員会村山Bブロック（天童市・新庄最上・北村山・寒河江）

　 平成30年5月12日（土） 次年子窯（旧大石田町立次年子小学校）

11:00～（10:45集合） お一人様1,000円（一限目・二限目込み※軽食込み）　

※ 先着40名様（女性同伴のみ男性参加可）

味覚の教室 講師：サトウエミコ 先生 二限目 陶芸教室 講師：高橋廣道 先生

5/18

(金)

5/18

(金)

寒河江青年会議所

理事長　稲村 洋一

「求められる人財を創る青年の学び舎」

埼玉県/法人アドバイザー

税理士法人C&C　岡庭 武利

「私の生い立ちと会社の経営理念」

｢休会」

山形県倫理法人会/監査

武田法律事務所 武田 正男

「最上地方のグルメ＋相続に関する法律」

倫理研究所　法人局

名誉専任研究員　川又 久萬

「人生の深い喜び」

米沢市倫理法人会/MS委員長

㈱エフ・シー・エス　青野 直城
「ダメ営業マンが山形県でトップを獲れた理由（わけ）」

5/4

(金)

 蔵王米菓株式会社

村山Bブロック　H30年5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

　奥山 博貴　氏

5/9

（水）

5/4

(金)

5/25

(金)

日　時 場　所

北村山/会員　㈱齋藤管工業

代表取締役社長　齋藤 伸治

「息子としての責任」

天童市/顧問

天童市長　山本 信治

「未来に向け ともに築く『健康都市 てんどう』」

山形県/青年委員長

㈱田中自動車　田中 正之

｢0.2秒のハイッの実践｣

宮城県/相談役　法人レクチャラー

㈱紀生　代表取締役　守末 紀生

「信成万事『ことばの力』」

｢休会」

山形県倫理法人会/MS委員長

土地家屋調査士/行政書士　佐藤 清和

「実践『ハイ』の一言」

5/16

（水）

5/11

(金)

5/11

(金)

5/23

（水）

一限目

参加費

5/30

（水）

5/25

(金)

【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

 蔵王米菓は、幅広いニーズに応えるべく数多くの米菓のＰＢ・ＯＥＭ製造を手掛けて
います。うるち米を原料とした煎餅から、お米のスナック、独自ラインのおこげ、ベビー

フードなどを製造し、特にベビーフード分野では高いシェアを誇ります。米菓業界とし

ては、原料が米のため全国に分布しておりますが、大手新潟のメーカーが６０％以

上の販売額を誇り、大量生産によるコストを抑えた製品を出荷し、全国スーパーへ

の棚割りが決まっております。年々と中小メーカーが減少し、その分大手が伸びる状

況です。弊社ブランドの商品だけでは大手と価格競争せざるを得ません。 

 競争しないやり方として、現社長の意向により国産原料を主体として安心安全・高

品質な商品づくり、小ロット生産を可能とした設備・生産体制、大手メーカーに頼ら

れる高い開発能力を武器として、付加価値の高い商品を手掛けるＰＢメーカーへと

大きくシフトチェンジして今日に至っております。 

 

 倫理法人会との出会いは父に進められたことがきっかけです。会話が苦手な私で

も、講話を通して様々な人の経験や、考え方を聞ける良い機会と考えておりますが

なかなか参加できない現状です。壮絶な過去を赤裸々に話し、倫理との出会いか

ら人生が変わったというお話は心がひきつけられあっという間の時間ですが、過酷な

部分が印象に残り、そのような経験がない私にはまだ正直半信半疑な部分がありま

す。まだまだ実践・勉強不足ですね。 

 

好きな十七か条はなんですか？ 

【十五】信成万事（しんせいばんじ） 

信ずれば成り、憂いれば崩れる。 

自信がないと失敗します。きっとできるぞという思いで何事

にも取り組むようにしています。 

 

オフタイムの過ごし方を教えて下さい？ 
子供と戯れること 

 

好きな言葉や座右の銘は？ 

なんとかなるさ 

 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
相手の意思を尊重し、なるべく合わせること。 

笑顔でいる方が何かとうまくいくから。 
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