
　　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10月号（平成30年度第2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4,555社は日本最大の規模です】

『経営の学びは、モーニングセミナーにあり』

第1699回
2017年10月13日(金)

（一社）倫理研究所
法人アドバイザー
横浜倫理法人会 相談役
齋藤製罐株式会社 相談役
齋藤 和宏 様

「企業の体質と人の体質」

第1700回
2017年10月20日(金)

（一社）倫理研究所
法人アドバイザー・相談役
久喜・栗橋倫理法人会
「エステサロン 花や來人」代表
齋藤 和子 様

「心の倫理(みち)・全一統体の世界」

第1701回
2017年10月27日(金) 

栃木県小山市倫理法人会 相談役
小澤製粉販売㈱ 代表取締役
原田 孝之 様

「嫌なことを引き受ける」
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越谷産業会館
越谷商工会議所

基 礎 講 座

期 日：10月12日（木） PM6：30～
会 場：越谷市中央市民会館 第9会議室
講 師：齋藤 和宏 氏
倫理ﾃｷｽﾄ：第24講「信念を培う」

㈱関根ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ
関根 隆弘  様

10月2日

びわの葉療法健康会
米山 學  様

10月5日
三協自動車㈱

江原 大輔  様
10月6日

相互建設㈱
山下 廣美 様

10月7日

幸福実現党 越谷後援会
渡辺 和重  様

10月12日

自由民主党埼玉県第三選挙区支部
黄川田 仁志  様

10月13日

㈱ﾄﾊﾝ
伊藤 純  様
10月16日

ゆかり美容室
島田 玲子  様

10月29日

福田陶器株式会社
福田 和高  様

10月19日

  越谷市倫理法人会では、本年度はモーニングセミ
ナー自単会参加社数目標を６０社以上とし、2ヶ月に
1回「１００名モーニングセミナー」を開催いたします。
これにより、モーニングセミナーはさらに倫理を楽しく
学び、倫理の輪が広がる場になるはずです。
　昨今の不透明な経済事情の中で、現状を打破し、
さらに繁栄の道を進むためには、まずは現状を敏感
に読み取って行動・実践する心がけが必要条件で
す。
　経営者の皆様、社員の皆さま、それぞれの研修の
場として、金曜日早朝６：００からのモーニングセミ
ナーを是非ともご活用下さい。ご参加をお待ちして
おります！
                 越谷市倫理法人会　会長　平林照雅

第1698回
2017年10月6日(金)

杉並区西倫理法人会 専任幹事 
株式会社 マルチョウ 代表取締役
長谷川 剛 様

「繋がれた事業継承の襷と
   親子の愛和～すべては勘違い～」

http://koshirin.jp/


8月経営者モーニングセミナー講話要旨

第1689回
　    平成29年8月4日(金）

講師　：　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

ﾃｰﾏ「ツキを呼び込む生き方」

第1691回
　　　平成29年8月18日(金）

講話者　：　三郷市倫理法人会 会長
               ㈲見付工務店 社長
               見付 春雄 様

ﾃｰﾏ「お前が居たから」

講話者　： ㈱サン物流サービス
               代表取締役社長
              粟屋 次郎 様

ﾃｰﾏ「私の夫婦道」

  72年前、広島で5歳の時に被爆。
家の外に居た父親と兄は、それから
1週間後に苦しみながら息を引き取っ
た。そんな貴重な体験談を、お話し頂
いた粟屋様に、改めて感謝申し上げ
ます。
  原爆投下により自宅は倒壊し、夫と
息子二人を失った母親の嘆きと悲しみ
の中で、生活を立て直していく様は、
また数多くの家族にもあった現実であった事を思うと、戦
争は決して起こしてはいけないことを痛感しました。
  結核の療養を切っ掛けに、出稼ぎで福岡に行っている
母親の許に兄弟3人で合流し、新たな生活を始められ、新
薬のお陰で結核も全快。この福岡への引っ越しが奥様と
の出会いに繋がり、後には仕事の縁にもなったそうです。
戦後の混乱を生き抜き、人の絆で今がある。『生きる』とは
どういうことかを改めて考えさせられた素晴らしい講話でし
た。                                               (村上 学也   記)

  ミス〇〇の 女性と知らずに「焼き肉
を食べに東京へ行こう」と誘った。
約束の日に両手に荷物を持って、
待っていてくれて最高に嬉しかった。
焼き肉どころかそのまま東北新幹線の
トンネル工事現場の飯場へ直行して
新生活が始まりました。それが出稼ぎ
人生の始まりでした。 翌日から職人た
ちの食事の世話を文句ひとつ言わず
一生懸命やってくれてほんとうに有り
難かった。子供が産まれ、箸が持てるようになったら3人共
実家の母に預けざるを得ない生活でした。今では長男に
会社を任せ、奥様共々孫の世話に明け暮れている。それ
を自分の子供を育てなかった天罰だと表現されていたが、
親と子のつながりの尊さと強さ感じさせるお話に感動しまし
た。                                                  (北原 京子  記)

第1692回
      平成29年8月25日(金）

ﾃｰﾏ「夢、大きく高く、さらなる新に挑め」

  埼玉県倫理法人会会長を勇退直前の講話でした。本単会
の4名の入会式には、自ら入会証授与の役も快く引き受けて
頂きました。更に、講話の時間を新会員の自己紹介の為に
時間を割いて頂くなどバラエティに富んだ人情味あふれる
講話になりました。感謝申し上げます。
  「縁は異なもの味なもの」の、縁について。縁があるから今
ここに居る。縁とは奇蹟の出会い。そして、縁で繋がる事は、
また命を育む事にもなる。そんな、縁の力について具体的な
お話を通じて解説いただきました。
  テーマ「さらなる新に挑め」について
は、「新に挑む」とは新しい事業を始め
る事ではない。今やっている事に磨き
を掛けること。大事なのは、「心と技術
を磨く事なのだ」と時間一杯お話し頂
き、今朝も内田会長からパワーを頂き
ました。                   (永冨 新嗣　記)

講話者　：　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

第1690回
      平成29年8月11日(金）

  運やツキを呼び込むには、日常生活において向こうから
起こってきた変化をキャッチする事が大事です。人間は、
往々にして悪い方に考えてしまいがちですが、前向きに考
えるように心を変え、行動を変える事。変化の激しい現在に
おいて、変化に対応できるかどうかで、すべては決まってし
まいます。
  対応遅れる会社の共通点は　①経営者が日常業務しか
していない　②問題が生じた時、先送りしてしまう　③会社
の未来予想図、計画を立てていない　
④目標を掲げるだけで終わってしまう
  人生における喜びを得るためには、
どうしたら良いのでしょうか。人は生き
ているだけでは、意味がない。働いて
初めて生きがいを感じる。「働きは、最
上の喜びである。」とにかく真心を持っ
て無心で仕事に取り組む事が最も大
事であるという事を学びました。                                      
                         (秋谷眞由美   記)

                                ＊新規会員様 ご紹介＊

細川 威 様         越谷市議会議員

古姓 篤二朗 様  有限会社 二條自動車整備工場

佐藤 守男 様      株式会社 伊勢屋 越谷店

髙崎 秀之 様     有限会社 ふじや給油所

遊馬 淳 様         株式会社 東武エコテック

小暮 進勇 様     越谷NSC開発 株式会社

加藤 盛也 様     株式会社 プロシード

斎藤 映子 様     

  

中島 淳司 様     ハウスペリア ナカジマ

須賀 篤史 様     有限会社 須賀商店

畔上 順平 様     欅組

益子 宗久 様     越谷総合流通加工 株式会社

大沢 富士夫 様  フジオ社労士事務所

立花 信男 様     武蔵野金属 株式会社

澤田 太裕 様     株式会社 澤田工業

     ～ お知らせ ～

100名

     モーニング

               セミナー

 10月20日（金）

                  開催！


