
　　倫理法人会  会員心得

一 朗らかに働き、
       喜びの人生を創造します。
二 約束を守り、
          信頼の輪をひろげます。
三 人を愛して争わず、
       互いの繁栄をねがいます。

平成29年3月号（平成29年度第7号）

　 こ  し  り  ん
　　　　　　　                    越谷市倫理法人会 会報

3月度経営者モーニングセミナー予定表   
日時：毎週金曜日　ＡＭ６：００～７：００参加費無料　＊終了後朝食会有り・参加自由（食事代５００円）
会場：越谷産業会館（越谷商工会議所）一階会議室

経営者モーニングセミナー会場地図

開 催 回 数　 
    期　 日

　　          役　　        　　職 講師名・
          講話者

     講　演　テ　ー　マ

 第1667回
3月  3日(金)

株式会社タイガーリリイ 代表取締役
中野区倫理法人会 専任幹事

似鳥 陽子 様 「倫理が私に起こした奇跡
           ～ひな祭りバージョン♥～」

 第1668回
3月10日(金)

ｱｲｼﾝ共聴開発株式会社 会長
(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー

日高 新作 様 「志と努力の経営」

 第1669回
3月17日(金)

ＣＳリレーションズ株式会社
                    代表取締役社長

増田 恭章 様 「社長の役割」

 第1670回　
3月24日(金)

株式会社コハラセミナーサービス 代表取締役
東京都倫理法人会 普及拡大委員長

小原 健志 様 「チャンスに強い人、
                     ピンチに強い人」

 第1671回
3月31日(金)

山本まさの事務所
越谷市倫理法人会 幹事

山本 正乃 様 「運命は自らまねき、
                     境遇は自ら造る」

【会員数全国63,000社 埼玉県4,000社は日本最大の規模です】

倫理経営基礎講座

期 日：3月9日（木） PM6：30～
 

会 場：越谷市中央市民会館 第9会議室

講 師：日高 新作 氏
                (一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー

講 話：「倫理テキスト
                      第19講 決断と直感」

発行：越谷市倫理法人会
　　　電話０４８－９４０－５４０８
　　　ＦＡＸ０４８－９４０－５４０９
Webサイト：http://koshirin.jp/
ｆａｃｅｂｋ:https://www.facebook.com/koshirin/
　　　　　　　　　　　　　　　　　発行人　平林照雅

繁栄の条件=
       事業展開への情熱と
                人材育成の努力

  ２月２３日（木）の越谷市倫理経営講演会には、多くの方々のご参加をい
ただき、おかげ様で盛大に開催することができました。誠に有難うございま
した。

毎週金曜日午前６：００から越谷産業会館（越谷商工会議所）にてモー
ニングセミナーを開催しております。役員朝礼には20名以上の役員が参
加、モーニングセミナーには会員の方を中心に５０名以上もの参加があり、
倫理を学ぶ輪が益々広がっています。

経営者の謙虚に学ぶ姿勢が事業の繁栄の道に繋がっています。また
それには事業展開への情熱と人を育てるための絶え間ない実践と努力が
不可欠であります。

自分に甘えることなく、まずは午前６：００からのモーニングセミナーに参
加する実践をしてみて下さい。そこでの様々な実践体験の講話と仲間は、
事業が大きく繁栄・発展するためのヒントと学びをあなたに与えてくれま
す！

平林照雅会長

越谷市倫理法人会
        創立30周年記念講演会

期 日：4月12日（水） PM6：00～

会 場：越谷市サンシティ

講 師：坂東 眞理子 氏
                   昭和女子大学 総長

講 話：「未来の女性像」

http://koshirin.jp/


1月経営者モーニングセミナー講話要旨

第1659回
　    平成29年1月6日(金）

講話者　：　青柳 浩明 様
                    ﾋﾞｼﾞﾈｽ論語ｽｸｰﾙ 
                       主宰

第1660回
　　　平成29年1月13日(金）

講話者　：　餅田 則雄 様
                   千葉県倫理法人会
                      副会長

第1661回
      平成29年1月20日(金）

講  師　：　蓮見 幸子 様
                   (一社)倫理研究所
                      法人アドバイザー

お誕生日おめでとうございます♪お誕生日おめでとうございます♪

民間救急 ほほえみ
鈴木明人 様

3月２日

講話者　：　大島 修治 様
                   福岡市倫理法人会
                      相談役

第1662回
      平成29年1月27日(金）

ﾃｰﾏ「繁栄の基は夫婦力」

ﾃｰﾏ「五倫」

ﾃｰﾏ「出せば入る」“招福五出の健康法”

ﾃｰﾏ「再建は倫理から・・・」

  倫理法人会の生みの親、原点とも言える滝口長太郎氏の影響
を受け、人生を大きく好転させた逸話は感動的でした。石材店
を経営されていたものの家庭を省みず、欲を貪っていたツケが
廻ってきます。「霊園開発詐欺」に遭い借金の支払いに追われ
て苦しんでいた矢先、倫理と出逢います。
参加したモーニングセミナーの会員スピーチで苦しい胸の内を
打ち明け、長太郎さんから「借金の半分は終わったな、あとの半
分は実践だよ！」の言葉を受けた。
その後、「朝起きは再建の第一歩」と生活の乱れを正す実践を
続けた結果、金融機関、弁護士との交渉ごとも上手く進み、事業
を再建することが出来た。大変なときこそ自分が大きく変われる
時。素直な気持ちで物事、人に接することが大切。その体験を
感謝の恩返し気持ちで、現在は全国津々浦々講話をされてい
ます。　                                                        (中村道明　記)

 第2回睦月ランチセミナーは、埼玉県倫理法人会東南副地区長 
中村猛様(越谷市・株式会社新興設備 代表取締役)をお招きしました。
仕事に対して倦怠感があった頃、倫理法人会と出会い、あるとき参加した
MSで、「鷹の選択」というビデオを見たことがきっかけで仕事の情熱を取り
戻したことや倫理法人会の役をこなす事で成長できた自分自身について
お話しいただきました。そして奥様ご本人も拝聴しているなか、奥様との
出会いから結婚までのエピソード、また２度の夫婦の危機についてなど実
に沢山の人生経験をお話し頂きました。
人は明るく生きなくては!の「人生は自己発電」がとても印象に残った言葉
でした。後半、当会の会員の愛のビデオを是非、鑑賞して欲しいと上映さ
れ、テーマ「愛」について熱く語られていました。セミナー終了後、皆さん
で美味しいランチを頂きました。

   「論語」とは孔子と彼の高弟の言行を孔子の死後、弟子達が
記録した書物である。 一見するとちょっと難しい学問のように感
じるこの「論語」。2,000年以上前より、人間の正しい生き方を説
いていて倫理研究所の丸山敏雄創始者も大きな影響を受けた
のではないかと思われる。 青柳先生は厳格なご尊父の影響に
より、幼少より「論語」を学ばれている。　
モラルや道徳の境界線、矩（のり）。この矩を超えてしまうと、人
は法を犯さずとも違和感や許せない感情を抱き、繰り返す人は
信用を失う事になる。しかし、それは誰もが犯す事。だからこそ
倫理や道徳が必要である。
父子、君臣、夫婦、長幼、朋友のあり方を説く五倫を分かりやす
く解説いただき、最後に「“のに病 ”にならないように」と諭されま
した。　                                                       (粟屋慎治　記)

  講師は大正１５年生まれの蓮見幸子法人アドバイザー。終戦
を20歳で迎え、昭和48年に倫理と出会う。自分の探していたも
のに出会えた感動で実践に取り組まれ、ご主人と共に起こした
運送会社がぐんぐん伸びたそうです。　
  昭和55年に労働争議が発生したが、心一つに取り組み見事
な解決となる。その苦難は「受けて起つ」ことの素晴らしさを教え
られる事となった。また、清掃により決心の威力を学んだとの事
でした。
  丸山敏雄先生がなぜ最初に夫婦道をそして無痛安産の書を
書かれようとなさったか。それは、日本の再建にはどうしても大
切で必要なことだったから。「世には人の守るべき道があるとす
れば、何よりもまず、夫婦の道が先であり、これが全ての道の元
でなければならぬ。夫婦の道が人倫の始まりで、親子、兄弟、
交友はこれより分かれ続くものだからである。」繁栄の基である
真の夫婦力についてご講話頂きました。        （山本正乃　記）

  20年前、経営していた店舗に押入った暴漢からガソリンを浴
び、火を点けられると云う事件に遭われ、全身の６割に火傷を負
われた大島様。病院のICUで生死を彷徨っている時、様子を見
に来て言い続けてくれた医師の「いいね～」の言葉は、逆さまに
なっていた「心のコップ」を上向きにしてくれたそうです。
　死線を超える体験の中で気付き学んだ事は、叱咤の教育でお
金を追いかける経営ではなく、人との縁を生かせる生き方で人
儲けができる幸せである。また、これが全て上手くいく術なのだ
と、今では全力で取り組んだ事に成功しても失敗しても「いいね
～、いいね～」「良かった、良かった」と、声を掛けるのだとお話し
されました。
　講話の初めに、「まず、リーダーにとって最も大事な役割は、場
作りである。」の言葉が、腑に落ちたお話しでした。　　　             
                                                              　(村上学也  記)

㈱はやさか
早坂健治 様

3月30日

㈱ｴｺﾌﾟﾗｲﾑ代理店
北原京子 様

3月4日

㈱飛鳥
土井千代子 様

3月31日

㈲柏山正
須山利雄 様

3月29日

斉藤板金工業㈱
斉藤金雄 様

3月24日

㈱ｵﾘｴﾝﾄ通商
青木大全 様

3月20日

㈱ﾔﾏｼｮｳｻｰﾋﾞｽ
山崎勝己 様

3月18日

㈱神谷燃料
神谷重司 様

3月18日

㈲味菜
渡辺春美 様

3月13日

㈲四季ﾌﾗﾜｰ
高山栄治 様

3月12日
ｷﾞｬｻﾞﾎｰﾙ

小林英雄 様
3月11日

㈱ｹｲｱｰﾙ
石井恵子 様

3月10日
㈲四五六

今井昇 様
3月9日

㈲花勝
堀切勝仁 様

3月8日

㈱ｻﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ
大原尊典 様

3月5日

㈱さかい
酒井義和 様

3月5日

㈲ｱｸｱｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ
遠藤忠則 様

3月24日
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