
　　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8月号（平成29年度第12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】

『ご先祖様に真の感謝・
             自分を今日まで育ててくれた方に感謝』

  7月、8月にはお盆があります。お盆には、命が連綿と繋が
れ、自分の存在あることをご先祖様に心から感謝をしたいもの
です。二宮尊徳先生は「父母も、その父母も我が身なり」と
おっしゃいました。全くその通りです。
  企業であれば、お盆を、創業者から多くの社員さんを始めと
する多くの方々の支えによって、築き上げられ続いてきたこと
に感謝する期間にしたいものです。我々は今日に感謝し、そ
の思いを次世代の人たちに繋ぐ役割があります。
  あらゆることを、感謝を持って純粋に受けとめ、心新たに私
生活に、仕事に、前向きに取り組んでいきましょう！そのことが
あなたの開運に繋がります！                      平林 照雅

第1689回
2017年8月4日(金)

一般社団法人倫理研究所
法人局教育業務部 部長
川又 寿久 様

「ツキを呼び込む生き方」

第1690回
2017年8月11日(金)
 
㈱サン物流サービス
                代表取締役社長
粟屋 次郎 様

「私の夫婦道」

第1691回
2017年8月18日(金)

三郷市倫理法人会 会長
㈲見付工務店 社長
見付 春雄 様

「お前が居たから」

第1692回
2017年8月25日(金)
 
埼玉県倫理法人会 会長
㈲ウチダ総合福祉　代表取締役
内田 喜啓 様

「夢、大きく高く、さらなる新に挑め」

～ 会長挨拶 ～

基礎講座

期 日：8月3日（木） PM6：30～

会 場：越谷市中央市民会館 第9会議室

講 師：川又 寿久 氏

倫理ﾃｷｽﾄ：第22講「働きの原動力」

開催日：2017年6月22日（木） 18時00分 開会

会   場：ベルヴィギャザホール

越谷産業会館
越谷商工会議所
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6月経営者モーニングセミナー講話要旨

第1680回
　    平成29年6月2日(金）

講話者　：　田村 功晟  様
                 ㈱ヤマトソリューションズ代表取締役

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「ありがとうは経営のはじまり」

第1681回
　　　平成29年6月9日(金）

講師　：　佐々木 保博  様
               危機管理コンサルタント
               ㈱セーフティ・プロ 代表取締役
             

ﾃｰﾏ「警察は本当に「動いてくれない」のか」

講話者　：　丸本 敏文 様
                 一般社団法人倫理研究所
                 法人局普及事業部 主事
                 首都圏方面 副方面長

ﾃｰﾏ「合縁奇縁」

  「合縁奇縁」とは「人の交わりには自ら
気心の合う、合わないがあるが、それも
みな不思議な縁によるものである。」と
いう意味です。
  合縁の意味と奇縁の意味について
それぞれお話しされた後、丸本副方面
長が家庭倫理の会を担当している際に
出会った一人の男性についてお話いた
だきました。その方はゴルフに行くのに
早く起きすぎたため、奥様が通っていた
「おはよう倫理塾」にたまたま一緒に出席し、参加者から
温かく迎えられ、挨拶したことから倫理の学びが始まりま
す。そして学びを深め、単会の会長までを務められたとと
のことです。
  また、他人から刺激を受ける出会いは大事だけれど、
全ての出会いとは心の持ち方で良い出会いとなり、眠っ
ている良い遺伝子のスイッチをオンにするのだとお話し
頂きました。                                      (北原 京子　記)

  山一証券に入社するも、入社3年目で会社が自主廃業になり、独立
を決意。雑貨販売の卸を手掛けるも、放漫経営で不良債権者となり、
自分の再復活を模索する。その時に「憎しみからは何も生まれない」、
すべての良いこと、悪いことに「ありがとう」を言う精神を持つ大切さを
学び実践。その結果、短期間で不良債権を完済し復活を遂げる。今
では、その感謝の気持ちを表した『ありがとうハガキcom.サービス』を
運営。
  『ありがとうハガキ』を導入することによって、会社の中が「感謝の気    
                         持ち」に溢れるようになり、「従業員満足」「顧客満    
                         足」につながるという「ありがとう経営」を提唱。現在  
                         その導入企業はどんどん広がっている。
                           感謝には①初級　してもらったら感謝　②中級　    
                         当たり前のことに感謝　③上級　難があっても感謝   
                         の3種類があること、「感謝」と「ありがとう」はあらゆる 
                         ところで大切・不可欠であることを学びました。
                                                                        (永冨 新嗣  記)

㈱石川商事
石川 正一  様

8月5日

  まず「民間警察」と「行政機関の警察」
の違いの説明から講話が始りました。
  治安対策専門の「民間警察」として、
「行政機関の警察」が対応できない問題
を抱える個人、会社、町の安全と安心を
守ることを目的として会社を設立。
警察に行ったけれど、「警察は何もして
くれなかった。」と訴える人も多くいる現
状を「警察は本当に動いてくれないか」
という自著の中で詳細に書かれています。
「民間警察」の役割は、どうしても放っておけない被害者を
最小限に抑えるために、縛りの無い所で、自由に動くこと
であると強調されました。
  現在の日本人には、弱者をいたわる気持ちや、道徳心
が欠けているのではないかという話、またその原因は学校
教育にあり、その見直しが是非とも必要であるとの話には
大きな共感を覚えました。                  (秋谷 真由美  記)

第1682回
      平成29年6月16日(金）

ﾃｰﾏ「今ある幸せを生きる～あなたがいてよかった～」
  勤め始めて数年で、後輩を指導する立場になり、
機関車の如く働き、その結果、男性と対等に張り合っ
てしまうほど我を張り、女性らしさを失っていきます。
  収入を夫と比べ、夫を尊重しなくなった結果、離婚
することになります。しかし、今なら解る「男性は機関
車の様に生きよ。女性はゴムまりの様に生きよ」
（丸山敏雄伝）という言葉が。本当の女らしさ「美しさ」
について説かれました。
  また、女性として、母親としての在り様を一人娘との
体験から気づきます。両親の離婚、病気の自分を置いて仕事に出掛
ける寂しさの消えなかった娘の苦しみを知り、「ごめんね」と抱きしめた
時、感情を爆発させて泣きじゃくった娘さん。母娘の心が打ち解けた瞬
間だっと感じました。　最も身近な人に「ごめんね」と、言える勇気が大
切であることを強調されました。
  この体験から「倫理は感じる心なんです。」とお話しされ、謝罪の倫理
についてお話しを頂きました。                                 (村上 学也　記)

講話者　：　新倉 かづこ 様
                 ㈱ナルミ 代表取締役
                新宿区倫理法人会相談役

講話者　：　松永 秀夫 様
                  ㈱モトクロス 代表取締役
                  宇部市倫理法人会 会長

第1684回
      平成29年6月30日(金）

ﾃｰﾏ「活力朝礼でひと儲け！」

  まずは大きな声とその風貌に引き込まれてしまい
ました。朝は十月十日と書き、生命が誕生する期間
であり、松永さんは毎朝、オギャー！と叫びながら
朝起きするそうです。また毎朝、10分間の積み重ね
が一年で４２時間にもなる。実践している人と、していない人の差は大
きい。継続の大切さを強調されました。とても迫力のある映像を交えな
がら、やると決めて実践することが大切である、やる！という選択で、必
ずしも成功は約束されていないが、必ず成長は約束される。本氣の感
動とは？本気でやれば人生が楽しくなり本氣の姿は感動を呼び起こ
し、応援者が必ず現れる。活力朝礼を取り入れると自分が良くなり仲間
が良くなる、会社が良くなる…まさに一儲け！タイトルの意味が最後に
わかる憎い演出。人生とはまだ見ぬ己と出会う旅。今朝も目が覚めた
奇跡に感謝して…参加した会員さんたちは感動されたこと間違いな
い。                             　                                   （中村 道明　記)

第1683回
      平成29年6月23日(金）

オフィス浅野
浅野 すみ子  様

8月15日

㈱山下工務店
山下 良雄  様

8月18日

㈱松永建設
島村 宜行  様

8月24日

㈲藤和設備
加藤 裕之  様

8月14日
協和興運㈱

粟屋 慎治  様
8月15日

立澤泰雄事務所
立澤 泰雄  様

8月18日

民進党埼玉県第3区総支部長
山川 百合子  様

8月14日

㈱いしい
小澤 年子  様

8月18日

㈱絆の家
林 優子 様

8月4日

渡邉祥二保険事務所
渡邉 祥二  様

8月10日

協和冷鋼株式会社
本田 嘉兵  様

8月29日

㈲三昌
飛田 昌徳  様

8月11日
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