
　　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5月号（平成29年度第9号）

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

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】

越谷市倫理法人会設立３０周年記念講演会開催
　         ＝関係者の皆様に感謝＝
 去る４月１２日（水）に昭和女子大学総長の坂東眞理子先生をお招き

して、設立３０周年記念講演会を越谷コミュニティセンターにて４３０名も
のご来場を頂き、満席にて開催いたしました。

  講演会は伊藤霞副会長のお琴の演奏から始まり、「設立３０年のあゆ
み」を大スクリーンで紹介、坂東先生の｢未来の女性像｣というテーマでの
ご講演、最後は坂東先生と３名の女性会員との座談会という４部構成でし
た。

  ご来場の多くの皆さまからは、すばらしい企画・演出
にお褒めの言葉を戴きました。またこの講演会の成功
は、実行委員会を中心に会員の皆様及び多くの方々
のご協力・応援のおかげと心から感謝申し上げます。
有難うございました。
  なお越谷市倫理法人会設立３０周年の記念式典を
６月２２日（木）にベルヴィギャザーホールにて開催予定
です。当日は皆様と喜びを分かち合いましょう！
  ご参加をお待ちしております。

第1676回
2017年5月5日(金)
 三光物産㈱ 会長
    川越市倫理法人会 相談役
木所 勝邦 様

「開運・強運の法則」

第1677回
2017年5月12日(金)
 ㈱小野寺工務店 取締役
   法人アドバイザー
小野寺 明美 様

「生かし合う人間関係」

第1678回
2017年5月19日(金)
 ㈱大和 代表取締役
  千葉県八千代市倫理法人会  
                                  相談役 
三谷 大和 様

「俺の生き様
      ～倫理と出会って～」

第1679回
2017年4月26日(金) 
 合同会社 Mot Design
 さいたま市南区倫理法人会
                                 幹事
本山 千絵 様

「苦難福門
    ～幸せの教科書に出逢って～」

越谷市倫理法人会
            創立30周年記念講演会
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基礎講座

期 日：5月11日（木） PM6：30～
 

会 場：越谷市中央市民会館 第8会議室

講 師：小野寺 明美 氏
                法人アドバイザー

倫理ﾃｷｽﾄ：第20講「運命を切り開く」

平林照雅会長

5 月 度 経 営 者 モ ー ニ ン グ セ ミ ナ ー 予 定 表

琴奏者、伊藤霞副会長の奏でる琴で講演会は始まりまし
た。そして、平林照雅会長挨拶に続き、坂東眞理子様の講
演。続けて、坂東様を北原京子幹事・山本まさの幹事・越野
操会員3人で囲む対談形式で眞理子の部屋を催すなど趣
向を凝らした講演会に、出席頂いた皆様方に満足して頂き
ました。

4月12日（水） PM6：00～ 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/


3月経営者モーニングセミナー講話要旨

第1667回
　    平成29年3月3日(金） 講話者　：　似鳥 陽子 様

                 ㈱ﾀｲｶﾞｰﾘﾘｲ代表取締役
                中野区倫理法人会専任幹事

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♪

ﾃｰﾏ「倫理が私に起こした奇跡
                    ～ひな祭りバージョン❤～」

第1668回
　　　平成29年3月10日(金）

講師　：　日高 新作 様
                 ｱｲｼﾝ共聴開発㈱ 会長
                            (一社)倫理研究所 
                         法人スーパーバイザー

ﾃｰﾏ「志と努力の経営」

講話者　：　小原 健志 様
               ㈱ｺﾊﾗｾﾐﾅｰｻｰﾋﾞｽ代表取締役  
            東京都倫理法人会 普及拡大委員長

ﾃｰﾏ「チャンスに強い人、ピンチに強い人」

  保険の連続契約でギネスに登録され
る程の小原様の苦難は、ビジネスの幅
を拡げ過ぎた事が原因の借金・離婚・
両親の大病。
しかし同じ頃、倫理に出会った事で、
当たり前に見える事を感謝の気持ちで
捉えることができるようになり、自分自身
の価値観を大きく変えるきっかけとなり、
全てが好転していきます。
  また、大樹を例えて、地上に見える
枝葉である表面は経験した結果であり、根っこは心構え
や学びであり、それが本質だと説かれました。表面には
損得があるが根っこは経験の蓄積プラスしかないので、
様々な経験が人間味となって自分を形成していくのだと
お話しされました。そして、表面の結果で一喜一憂する
事よりも、反省点があるなら反省し、それによって根っこを
伸ばし、自分を変えて行くことが「チャンスに強く、ピンチ
にも強い」自分を作るのだと教えて頂きました。
  さすが一人朝礼の一人者、スゴイの一言です！感動し
ました。                                            (村上 学也　記)

  本日の講師 似鳥様は40代のピチピチのキャリア
ウーマン。しかも美人。
  26才で札幌から上京。JCで夜型を満喫していた
時に中野区の渡辺あかね相談役と出会い意気投
合。当時は仕事が順風満帆な時だったので、あか
ねさんからの倫理のお誘いは耳に入らなかった。
  しかし愛するパートナーの突然死によって最大
のピンチに襲われます。入籍していなかったため
全てを失うのです。倫理指導を受け「捨我得全」と両親への感謝の実
践を続けました。苦労させられた父に対しての恩意識は 全くなかった
が、指導を受け 絶縁状態の父に手を合わせ、心を繋がせる事の大切
さを知ります。
  実践を続ける事で新たな出会いがあり、結婚‼　
めでたくお雛様として雛壇に並ぶことが出来ハッピーな講話でした。
また渡辺あかね現中野区相談役の幸せになって欲しい人を誘う普及
実践は、本物であると実感しました。                      (北原 京子  記)

㈲河上工務店
河上 繁  様

5月5日

  中学3年生の時、預かったお金を落と
てしまい借金を抱えることになります。
そこでその返済に卒業後に働くことを
選択されるが、長男という立場から自分
が選んだ船乗りの仕事は、親から止めら
れ断念します。
  一方で高校に行きたい気持ちがあり、
声が掛かった名古屋の工業高校の夜学
に通う事を選択し、名古屋の鉄工所に勤
めながら夜学に通う生活を4年間続けます。
勤務先の鉄工所では組合の賃金闘争が繰り返され、いい
仕事を受けていても納期が守れない事が続いた結果、赤
字経営が続き鉄鋼部門を売却するになります。
  その経験から、独立後は、納期を絶対守る事を徹底した
そうです。そして、小さくてもその事業でトップを目指し、納
期を守ることで信用を築き、ライバル会社からトップを奪う
成果を上げる事が出来たお話から「成功のヒント」を学ば
せていただきました。                           (中村 道明  記)

第1669回
      平成29年3月17日(金）

ﾃｰﾏ「社長の役割」

  仲間5人で起業した会社は3年で消滅。
しかしながら踏ん張って企業のトイレ清掃事業で
再起を計ります。それが創業23年目を迎える
CSリレーションズ株式会社の始まりです。
26歳で「トイレ診断」というトイレメンテナンス事業、
携帯電話ショップ等色々な人に恵まれて事業は
拡大していきます。しかし経営者としての経験は
皆無。経営の勉強もしない自分の未熟さを実感
する体験をし、倫理相談する事で、すべきことが
見えてきます。
  その結果、従業員を命令通りに動かす事でなく、個人として活かす
思考に変わり、社長の役割を会得した事で、従業員が活きてきま
す。社長の役割は「鬼（強い社員）に金棒（商品・ｻｰﾋﾞｽ）」の状態を
作り、漁場を探り当てる事を繁栄させることが成功の法則であると教
えて頂きました。                                                 (山本 正乃　記)

講話者　：　増田 恭章 様
                         CSﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 
                             代表取締役社長

講話者　：　山本 正乃 様
                       山本まさの事務所
                   越谷市倫理法人会 幹事

第1671回
      平成29年3月31日(金）

ﾃｰﾏ「運命は自らまねき、境遇は自ら造る」

  愛媛県愛南町出身の彼女が何故、埼玉県の
県議会議員として活躍しているのかを分かり易く
解説してくださいました。
  「多くの試練や困難は自ら招き、100％努力して
いたら、必ず味方や後押しをしてくださる方が出て
来る。境遇は自らつくる」を実感されます。学校の
自校給食存続運動のため署名活動をしましたが、
5万人の署名を集めても、市議会に声が届かず、
大変残念な経験に持ち前の負けん気が顔を出し、政治の世界に飛
び込むことになります。子育て、義父母の介護の経験を活かし、市議
として3期12年間勤めて、現在は県議として2期目になり、ますます女
性が活躍できる場所を作っていきたいと思っているそうです。
  倫理に入会した当初はお付き合いでしたが、倫理を学ぶにつけ、
その素晴らしさを実感されることになります。夫婦の問題でも自分が
100％悪くなくとも相手に謝る。その時の「涙の洗浄」を経験した山本
まさのさんの言葉には大きな感銘を受けました。        (伊藤 霞　記)

第1670回
      平成29年3月24日(金）

越谷市市長
高橋 務  様

5月27日

㈱三協運輸ｻｰﾋﾞｽ
中本 久富  様

5月31日

㈲浩然
黒田 幸英  様

5月23日

浅井寝具
浅井 明  様

5月19日

㈲ふれあい薬局
富沢 春男  様

5月18日

ﾌｧｰﾑﾊｳｽﾌｼﾞｲ
藤井 光昭  様

5月10日

医療法人 敬愛会
天草 大陸  様

5月8日

㈱サンエム
伊東 正文  様

5月6日

㈲弘洋建設
小野 弘  様

5月5日

清田国際法務行政書士事務所
清田 巳喜男  様

5月19.日
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