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6/2　第248回　経営者モーニングセミナー（22社22名）　 7月 3日（火）山形県倫理法人会7月度役員会

テーマ： 「働き方改革と労基署対策」 場　所： 「ホテルシンフォニーアネックス」（寒河江）

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） 役員朝礼　　13:45～14:00

県役員会  　14:00～16:00

7月 6日（金）18:30～ 倫理経営基礎講座

テーマ： 「第22講　働きの原動力」

講　師： 　坂元 一成　氏

7月 7日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「栞に学ぶ」

6/9　第249回　経営者モーニングセミナー（22社25名） 講　師： 　坂元 一成　氏

テーマ： 「倫理は人生を創る」
講　師： 高橋 進一　氏（北村山/専任幹事　㈱さくら野コーポレーション代表取締役） 7月10日（火） 7月度北村山役員会

内　容： 「会員スピーチについて」※昼食しながらになります。

会　場： 東根市　「楽や」さん

会　費： 500円　時　間:12:00～13:00

7月14日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「倫理指導と実践」

講　師： 　岡崎 俊弘　氏

6/16　第250回　経営者モーニングセミナー（33社34名） 7月20日（金）酒田市みずほ倫理法人会設立式典

テーマ： 「『倒産』して解りました！報恩の経営」 場　所： ガーデンパレスみずほ（酒田市）

講　師： 野口 敬志　氏（宮城県/副幹事長　㈱アステム代表取締役） 設立式典　　17:30～18:15

記念講演  　18:30～19:30

7月21日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「信じる力と受け切る力」

講　師： 　佐藤 俊明　氏

7月21日～22日　山形県倫理経営塾　第3講

場　所： クアハウス碁点（村山市）

6/23　第251回　経営者モーニングセミナー（19社22名） 時　間： （土）8：30～（日）16：15

テーマ： 「受け切る力」 ※法人会バッチ、ネームプレート着用、「万人幸福の栞」持参

講　師： 松枝 秀雄　氏（一般社団法人倫理研究所　研修部研究員） 7月26日（金）山形県倫理法人会村山Bブロック交流会

場　所： ニューグランドホテル（新庄市）

ブロック会議　　 　17:00～18:15

ブロック交流会  　18:30～20：30

7月28日（土） 経営者モーニングセミナー

テーマ： 「息子としての責任」

講　師： 　齋藤 伸治　氏

6/30　第252回　経営者モーニングセミナー（24社25名）
テーマ： 「みちのく山形に導かれ倫理法人会との出会い」

講　師： 越津 洋太　氏（長井市/会員　平和堂薬房四代目）

近藤防災㈱（新庄市） 近藤 新一　代表取締役 (H30年7月入会）
さん ㈱最上運輸（村山市）　 三原 鉄平　専務取締役 (H30年7月入会）

筆者：専任幹事　高橋進一　

2018/6/22　倫理経営基礎講座
「第21講　信用、信頼の要」

講師　倫理研究所研修部　研究員　松枝 秀雄　氏

筆者：会長　奥山康博　

北村山倫理法人会は地域の“寺子屋”です！

（北村山会員/㈱齋藤管工業　代表取締役社長）

北村山倫理法人会会報 平成30年7月号

～7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

6月度経営者モーニングセミナー報告　(120社128名参加)

筆者：会員　野口道三　

筆者：会員　天口晃治　

筆者：専任幹事　高橋進一　

（宮城県大崎倫理法人会/相談役）

（倫理研究所 北海道・東北方面担当研究員）

（㈱アイ・タックル　取締役経営企画室長）

新入会員

（倫理研究所 北海道・東北方面担当研究員）

ご入会ありがとうございます！

 労働災害防止協会会長賞を受賞し、インドネシアにも事業展開し

ているアステムさんは、「短納期」というビジネスモデルで価格決定

権まを自社にて保持している超優良企業です。本社倒産、ご家族

との別れといった苦難を乗り越え、自分自身で再建へ挑んだ時間

はとてつもなく大きなものを掴みとったのでしょう。倫理経営と経営戦

略、さらには周囲へ波長として放つ明朗には大きな人間味を体感さ

せてくれます。 

 サラリーマン時代から、創業までの自身の心境の変化や体験談を

拝聴させていただきました。普段からよく目にしている身近な土地や建

物。それらを取り扱う責任ある仕事の普段あまり聞けない取り引きの裏

側やお客様との人間模様などのリアルなお話しをお聞かせいただき、

中でも大地主様の買収の話は印象的でした。その様な様々な体験

に基づく倫理経営実践の必要性を学ばさせていただきまして、ありがと

うございました。 

 奥山会長のタイムリーな挨拶を受けて、菊地広報委員長の講話。

今年は既にラーメン50杯と始まり、本題は働き方改革。丁度衆院

を通過したばかりの話題。山形県の有効求人倍率は1.6で人手不

足の中、多様な働き方を選択できるようにすることが求められる時

代。事業主、労働者が「万象我師」の倫理の実践が必要と結ん

だ。 

 松枝研究員自身の再婚までの経緯と現在を題材にして「受ける」

と「受け切る」の大きな違いを楽しく説かれました。こちらが選ぶので

はなく来るもの拒まず（万境に合わせる）こそ状況（環境）が開けるこ

とになる。また「決してNOと言わない」「お客を信じる」を徹底している

ノードストローム社の紹介等もあり心にスッと入ってくるとても勉強にな

る講話でした。 

 関西から山形へ移り住み、多くの出会いに感謝しているなかで、

倫理法人会と出会い、来期からは倫理法人会の役員を拝命。来

期からは毎週のMS参加と他単会への参加にも燃えています。さらに、

実は仙台中央倫理法人会MSへも月に１度は参加しており、菓匠三

全の田中社長様含め仙台の多くの社長方との出会いに、経済界

のパワーとエネルギーをいただいてるようです。これからの倫理法人

会での活躍を楽しみにしております！ 

 さまざまな約束の中でも、守りにくく破りやすい約束

に、家族との約束と自分に対する約束がある。約

束を破る者は、他人の幸福を奪うと同時に己の幸

福を捨てるものである。約束は必ず守る、守れると

決心のつく事以外はしてはならない「武士に二言は

無い」とはまさにこのことを言う。 



■えがおの人　北村山倫理法人会　
昭和31年　村山市湯ノ沢生まれ
血液型　B型

■えがおの現場　

　代表取締役　藤田　力

　設立：平成27年8月 社員数：3名

　所在地：山形県東根市中央1丁目3-56

 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　平成30年度　目標達成記念式典
平成30年8月8日（水） リハーサル 16：30～

　 3,000円（祝賀会参加者のみ） 記念式典 17：00～18：00

ホテルシンフォニー・アネックス（寒河江市） 祝賀会 18：15～19：30

　 法人局普及事業部　部長　和田　毅　
法人局普及事業部　次席　北海道・東北方面　方面長　那須　隆、担当研究員　坂本一成

7/20

(金)

山形市企画調整部企画調整課

交通企画係長　後藤 好邦

「知域に飛び出す公務員を目指して」

㈲奥山メリヤス　代表取締役　奥山 幸八

「地域産業に於ける『国内ニット企業としての目

指すもの』」

庄内中央/研修委員長

阿部　博

｢倫理と走り続けます」

新庄の民話の会

副会長　渡部 豊子

「新庄の民話に(むかしばなし)に学ぶ」

倫理研究所　北海道・東北方面

方面長　那須　隆

「自分の『壁』をいかに越えるか」

鶴岡工業高等専門学校

校長　高橋 幸司

｢経営者にとっての経営工学｣

7/6

(金)

　まごころ開発株式会社

村山Bブロック　H30年7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

　藤田　力　氏

　事業内容：不動産業 

7/4

（水）

7/6

(金)

7/27

(金)

会　　費

本部出席

栃木県小山中央/専任幹事

法人レクチャラー　高田　登

「美点探し」

山形市蔵王/会長　㈱鈴木製作所

代表取締役社長　鈴木 重幸

「倫理の実践で心豊かに｣

山形県/副会長　進和ラベル印刷㈱

代表取締役社長　晋道 純一

｢人生は出会いと気づき力　そして捉え方×行動力」

盛上駒師

桜井 和男(掬水)

｢天童と将棋駒｣

山形市蔵王・霞城/会員

エフエム山形　峯岸 唯美

｢自分が仕事を面白くする」

青森県/法人アドバイザー

近田 雄一

「地方創生の未来」

7/11

（水）

7/13

(金)

7/13

(金)

7/18

（水）

7/20

(金)

7/25

（水）

7/27

(金)

日　　時

会　　場

【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

 スポーツが最大のストレス解消と思っている藤田力です 

兄が野球部だったんで、憧れて中学・高校で野球部に入部しました。今で

も実年ソフトボールでチーム内最年少として全国大会を目指し、現役時代

の先輩達と生涯変わらぬ上下関係のなかで厳しく揉まれています。青年時

代は楯岡のスポ少の指導を長年にわたり引き受け、青少年の育成にも厳し

く熱く全力を尽くしました。その時の教え子たちがいま立派に村山市を背負っ

ていることがとても嬉しく喜ばしく思っています。サラリーマン時代は、測定器

会社に勤務し、海外出張等いろんな経験をしてきました。 

 ある縁で高橋さんと同じ事務所になり、倫理倫理と騒いでるのを耳にして

おり、独立と同時に入会させていただきました。元々早起きのため、ソフト

ボールやどうしても外せない仕事以外は皆勤しています。MS講話はありきたり

のコンサルのような内容でなく、ノンフィクションでもあり、ドキュメンタリーでもあ

り、まるで人生のドラマを表現する銀幕です。講師から耳にした言葉以上に、

その方には色んなストーリーや人生があったんだろうと思いながら、聴きいっ

ています。モーニングセミナーでエネルギーをチャージし、これからも燃えるオ

トコであと15年は突き進んでいきます！ 
 

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 

大事に育てた次女は大学を卒業したのに、あっけなく静岡

に嫁にとられました。 

オフタイムの過ごし方を教えて下さい？ 
走る、打つ、叩く (ジム、ソフトボール、ゴルフ、マラソン)  

好きな言葉や座右の銘は？ 

「因果応報」 

この言葉は幼稚園児の時に、おじさんから教えてもらった

言葉がずっと頭にあり、意味がわかってからは、座右の銘

にしています。 

最後に笑顔の秘訣を教えてください？ 
ジョイフィットで、ひたすら走り脈拍数を上げ、筋力トレーニン

グ、正拳100回打ち、スポーツでスッキリが１番です。  
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