
　　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4月号（平成29年度第8号）

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

4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

【会員数全国63,000社 埼玉県4,000社は日本最大の規模です】

経営者の集い

期 日：4月6日（木） PM6：30～
 

会 場：越谷市中央市民会館 第13会議室

講 師：中野 光一 氏
                滋賀県倫理法人会 副会長

講 話：「空手家社長の実践道場
                                          万物生々編」

設立30周年記念講演会に向けて

  平成29年度越谷市倫理経営講演会を2月
23日に越谷コミュニティーセンターにおいて
275名ものご参加をいただき、盛大に開催す
ることができました。
  ご参加いただいた皆様は、事業体験報告
と講話に深い感銘を受けられたのではない
でしょうか。心から感謝申し上げます。
  さて今年度、越谷市倫理法人会は設立30年を迎え
ます。すでにご案内申し上げておりますが、4月12日
（水）に記念行事として、300万部を超える大ベストセラー
『女性の品格』の著者であり、現昭和女子大総長である
坂東眞理子氏をお招きし、記念講演会を開催致します。
  是非この機会に、多くの方々にこの講演をお聴き頂きたく
ご案内申し上げる次第です。

第1672回
2017年4月7日(金)
滋賀県倫理法人会 
                   副会長
中野 光一 様

「空手家社長の
          実践道場             
               苦難福門編」

第1673回
2017年4月14日(金)
久喜・栗橋倫理法人会 
                           会長
田中 重信 様

「仕合せの原点は
                明朗愛和」

第1674回
2017年4月21日(金)
日本クラウン株式会社
                           歌手
知里 様

「虹のかなたに
             ～私と倫理～」

第1675回
2017年4月28日(金) 
江戸川区倫理法人会
                         会長
小林 良子 様

「笑顔の実践」

越谷市倫理法人会
        設立30周年記念講演会

期 日：4月12日（水） PM5：30～

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」
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2月経営者モーニングセミナー講話要旨

第1663回
　    平成29年2月3日(金） 講話者　：　杉森 真哉 様

                    西入間倫理法人会
                                            会長

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♪

第1665回
      平成29年2月17日(金）

講話者　：　竹田 淳子 様
                   川崎市南倫理法人会
                                             幹事ﾃｰﾏ「反面教師は人生の宝」

ﾃｰﾏ「人生で起こること、出会う人、
                                 すべてにありがとう」

講話者　：　三浦 貴史 様
                   (一社)倫理研究所
                      東海・北陸方面 方面長

第1666回
      平成29年2月24日(金）

ﾃｰﾏ「事業化の倫理」

第1664回
　　　平成29年2月10日(金）

講話者　：　中村 進 様
                   岩槻区倫理法人会
                                         副会長ﾃｰﾏ「働きは最上の喜び」

  反面教師の両親の間に生まれた苦難
の人生は、小学生の頃の両親の離婚か
ら始まりました。
  両親の離婚後は   母親に引き取られ、
ダンサーから経営者を目指した母親は消
費者金融の借金から逃れるように失踪し、
ご自身は親戚中を盥回しにされる中、「俺
が育てる」の言葉で実父のもとへ。
  実母を恨み継母との折り合いも悪く、家庭内に淀んだ
空気は乱れた日常に更に多くの苦難を引き寄せてしまう
結果となり、結婚して親元を離れてからも長く続いたそう
です。
  遂には結婚と離婚を繰り返し、3度目の結婚では執行
猶予中に罪を犯して4年間の服役をし、出所後も暫く苦
難が続きます。
  その後、これまでの経験を生かしてカウンセリングという
仕事に従事し、現在では風俗に関わる女性の悩みや薬
物依存の相談、四柱推命を通して悩める方々の手助け
をされています。正に壮絶極まる人生から『生きる』とはど
ういう事か学ばせていただきました。                             
                                                  (秋谷 眞由美　記)

  前日の倫理経営講演会から引き続いて二人の講話者・講
師による講話になりました。高橋様は、社会人野球で２年間
プレーした後旅行代理店の仕事を得ますが、
「ずっとこの仕事を続けていくことが難しい」と感じていた時
に≪スープカレー≫に出会います。
そこで一念発起し、自分のスープカレーのお店を出しますが
我儘な性格が災いとなり１年間で大きな負債を出し、人生の
どん底を味わいます。その時に三浦貴文先生に出会い「倫理とはとらえ方次
第」という考え方に気づかされ、地道な倫理の実践を続けます。その結果
「はい、喜んで」をモットーにお客様においしいスープカレーをお届けし、宅
配サービス部門の9年間の累積売り上げがなんと3億円まで大成長しまし
た。　
  三浦先生には、なぜ万人幸福の栞が何故17条なのかの解説、高齢者に
は教養・教育が大切=今日用事がある・今日行くとこがある＝人間は絶えず
存在意義が必要・不可欠であること。そして最後に「親と子の手紙」の感動
のお話を頂きました。                                                (中野 伸司　記)

  杉森 真哉さんは倫理法人会に入会してわずか3年足ら
ずで会長の重責を果たしておられる44歳の若い会長さん
でした。
  杉森さんが20歳の時に、まだ43歳の若さのお母さまを癌
で亡くされました。その後独立したものの、社会の厳しさは
容赦なく、次から次へと苦難を味わうことになります。
 サラリーマン時代には分からなかった自分の実力の無さ、
信じた仲間の裏切り、些細な失敗に罵倒される自分に心が折れ、人間不信
に陥ります。その頃、藁をもすがる思いで倫理法人会に入会。倫理指導を
受けるうちに身の回りに起こるすべての苦難は、感謝の心が足りないことが
原因であることに気付かされたそうです。特に妻に病苦を与えてしまったこ
とに心から反省をしました。
 そして今ではすべての事を「ハイ！」と笑顔で受けて、毎日を感謝して過ご
しておられるとのこと。清々しい気持ちにしていただいた素晴らしい講話で
した。                                              　                           (伊藤 霞  記)

越谷市議会議員
菊池 貴光 様

4月16日
山本まさの事務所
山本 正乃  様

4月15日

ｵﾌｨｽ高山
高山 京子 様

4月30日

㈱海龍
久保 尊文 様

4月29日

㈱ｻﾝ物流ｻｰﾋﾞｽ
粟屋 次郎 様

4月29日

㈱ﾏﾙﾆｯｸｽ
平野 豪 様

4月7日

㈲ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｼｰ
立澤 康幸 様

4月3日

㈲村越折箱店
村越 克子 様

4月10日

㈱ﾒﾀﾚｯｸｽ
加来 由美子 様

4月30日

  実直で、穏やかなお人柄を感じさせる
中村副会長の講話は、倫理法人会入会
のきっかけと実践のお話から始まりました。
  入会当初はほとんど活動せず、早起き
するのがホントに辛かったとのこと。
次に徐々に倫理に目覚め、倫理で学んだ
こと・実践していることを具体的にお話頂き
ました。
①履物を揃える。最初は家族の状況を見かねて始めた
が、今では家族自らが率先して行っている。
②トイレの掃除　綺麗にすると心が洗われすっきりする。
③妻に朝の挨拶　名前を呼んで正座して挨拶。　おかげ
で夫婦円満。　④目が覚めたらすぐ起きる。　夜寝るのも
早くなりすっかり朝起きが習慣になり、生活のリズムが生
れた。
  職歴については、最初は、地元沖縄で一般企業に就
職したが、上京して数寄屋橋の町工場営業に転向。そ
れから独立するも倒産の苦難に出会い、それが倫理を
深く学ぶ契機になり再起。現在ではファミコンショップ7店
舗、FC店20店舗を始め、情報誌の発行、保育園の経営
など幅広く事業を展開されています。    (永冨 新嗣  記)

 平成29年2月23日(木)、昨年を超える270名の方にご出席頂き、盛大に開催する
ことができました。高橋修一様には、倫理指導と実践から得られた心の持ち様と繁
栄の事業体験報告。三浦貴史様には、企業が息の長い経営をし生き延びていく中
の倫理の関わり。について、お話し頂きました。

             講師：(一社)倫理研究所 法人局 普及事業部次長
                  東海・北陸方面長
                  東海制度拡充担当  三浦 貴史 様
                  テーマ「大転換の時代～“新”～に挑む～」
               講話者：株式会社ﾊｲﾌﾞﾘｯｼﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 代表取締役
                  北海道倫理法人会 普及拡大委員長  高橋 秀一 様
                  テーマ「実践力と事業繁栄」
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