
　　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11月号（平成30年度第3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】

『朗報！　
   駐車場拡大で
        モーニングセミナーがさらに充実！』

第1703回
2017年11月10日(金)

（一社）倫理研究所
法人局 名誉専任研究員
川又 久萬 様

「相励相磨」

第1704回
2017年11月17日(金)

（一社）越谷青年会議所 理事長
香取神社 禰󠄀 宜
小林 充 様

「青年会議所に入会して」
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越谷産業会館
越谷商工会議所

基 礎 講 座

期 日：11月9日（木） PM6：30～
会 場：越谷市中央市民会館 第9会議室
講 師：川又 久萬 氏
倫理ﾃｷｽﾄ：第25講「自他共尊の生き方」

ウィンフィルド・イトウ
伊藤 義朗 様

11月6日

江原商事株式会社
江原 千恵子 様

11月4日
オフィスコシノ
越野 操  様

11月8日

南越谷 ハリきゅう整骨院
佐々岡 修 様

11月12日

株式会社三立
大瀬 浩  様

11月7日

株式会社伊勢屋 越谷店
佐藤 守男  様

11月17日

美幸住建有限会社
山上 孝司 様

11月14日 有限会社赤川電気
赤川 弘男 様

11月18日

株式会社十八屋
石井 和也  様

11月17日

本年度はモーニングセミナーの充実を第一の目標
とし、２ヶ月に一回100名モーニングセミナーを開催
いたします。

また講師の選択にも十分配慮し、講話から、かなら
ず会員の皆様の経営に役立つ学びと実践ができると
確信しています。

当単会は会員数３００社を目指しております。モー
ニングセミナーを自分と会社の研修の場として捉え
ていただき、多くの皆様のご参加を頂きたいと思いま
す。それが倫理の輪を広げることにつながります！

多くの皆様に参加頂けるように、このたび駐車場を
数か所追加契約し、参加しやすいように配慮いたし
ました。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
株式会社曙運輸
大野 祐肇  様

11月19日

株式会社岡崎巧芸
岡崎 拓也  様

11月26日

第1705回
2017年11月24日(金) 

千代田区倫理法人会 会員
株式会社ｸﾗｽﾓｱ 代表取締役
坂本 玖美子 様

「あの大塚家具で前代未聞の売上を上げた“心の営
業”とは「頑張らなくとも一日３２００万円売れました！」」

http://koshirin.jp/


9月経営者モーニングセミナー講話要旨

第1693回
　    平成29年9月1日(金）

講話者　：  越谷市倫理法人会 会長
               有限会社 橋本家 本店
               平林 照雅 様

ﾃｰﾏ「平成30年度所信表明、
                     橋本家本店の使命感・私の人生現場主義」

第1694回
　　　平成29年9月8日(金）

講師　： 朝霞市倫理法人会 埼玉県女性委員長
           株式会社マイカー三喜 代表取締役
           久慈 須美子 様 

ﾃｰﾏ「人生神劇」

講話者　： さいたま市岩槻区倫理法人会 幹事
              ボディショップナリタ 代表
              成田 勝哉 様

ﾃｰﾏ「倫理とヒッチハイク」

【楽は流れを変える】

  成田勝哉さんは岩槻区倫理法人会で3年間会長職を務

められました。無我夢中で一生懸命に動いていたのです

が、組織の三役が二役になるなど困難を極めた時期もあ

りました。

  その様な状況の中で周りをよく見て学んだことは、まず

何事にも楽しむことが大事であると言う事だったそうで

す。楽しんで仲間作りをすることこそが倫理法人会醍醐

味であり、人間力を養うことであり、

信頼作りなるのです。

  応援にたくさん来られた岩槻区倫理

法人会は若い人が先頭に立って頑張

っているなと感じました。私たち越谷市

倫理法人会も若い方々にバトンを渡す

際には楽しみながら、また真剣に倫理

を学ぶ輪を広げたいと思いました。

                                (伊藤 霞　記)

  いつも元気いっぱいの平林照雅会長は、まず始めに平成30年度の
目標を「モーニンングセミナーの充実」とし、具体的には「モーニングセ
ミナー参加社数を60社に、2カ月に1度の100名モーニングセミナーを
開催し、埼玉県1位、全国10位以内にする。」との目標を掲げられまし
た。「一人ひとりが主役」を合言葉に、会員全員でモーニングセミナーを
活気と魅力あふれる形に作り上げたいと決意表明されました。
次に、橋本家本店の使命感・私の人生現場主義
についてお話がありました。若いころ、昼夜かかわ
らず働きつめた結果、従業員さんも怒って帰って
しまう事態があり、母親から「この商売は自分の代
で終わりにする。」と叱られ、自分の身勝手に気付
いたそうです。倫理と出会いによって、個人の仕事
と人生が大きく変化し、モーニングセミナーの充実
に意欲を燃やす力強い講話でした。 
                                               (山本 まさの 記)

  結婚のドタキャンと、新たな出会いとスピード婚。しかし、

夫の早すぎる病死。或る日、子供に聞かれて「死にたいと

思った事はある？」に「思ったことはあるけれど、夫との結

婚。そして、あなた達が生まれた時。生きていて良かったと

思う。」と答えた。

  幼くして父親を亡くし、5人兄弟を逞しく育てる男勝りの母

親。その母親の教え、「いつまでもあると思うな親と金、無

いと思うな運と災難」。そして父親から学

んだ「女性は女性らしくあれ」。正に細腕

繁盛記、辛いことを体験してこその生き

抜く人生哲学を学びました。

  倫理法人会の男女構成比は、

３０％女性が理想、４０％以上になると

うるさいとの話は納得しました。

                                （村上 学也　記)

第1695回
      平成29年9月15日(金）

ﾃｰﾏ「経営者の実践」

  「一人社長が一番儲かる。小さいからと卑下することは無い。一人で

どんどん働いて儲けてもらいたい。」と解りやすく迫力満点の講話が始

りました。人間としての根本ルールについて、両親に感謝、命を頂いた

ことに感謝、食べ物に感謝、健康に感謝、社員に感謝、まずあらゆるも

のに感謝する経営者であって欲しい。

有能な経営者は社員に文句を言わない。

仕事に一番大切なものは「信用」であり、特に

「お金の約束を守る」ことを継続することから信

用が生れる。「支払日、人生で一番楽しい日」

を実践。早く払うとお金から好かれる。そして出

せば入ることで会社の健全経営に繋がるお話

は具体的で大きな気づきをいただきました。  

                                           （永冨 新嗣　記)

講話者　： 一般社団法人 倫理研究所 法人局参事
               法人アドバイザー
               五十嵐 勝昭 様

講話者　： 船橋市倫理法人会相談役
                                      法人スーパーバイザー
              株式会社音映システム 代表取締役
              田中 保生 様

第1697回
      平成29年9月29日(金）

ﾃｰﾏ「明朗・愛和・喜働の実践中」

  倫理法人会との出合い   船橋市倫理法人会と
のご縁と入会    万人幸福の栞との出合いまた、
セブンアクトとの出合いのお話を頂きました。
１．あいさつが示す人柄躊躇せず、
                              先手で明るくはっきりと
２．返事は好意のバロメーター、
                             打てば響く「はい」の一言
３．気付いたことは即行阻止、間髪入れず 実行を
４．先手は勝って五分前、心を整え完全燃焼   
５．背筋を伸ばしてあごを引く、姿勢は気力の第一歩
６．友情はルールを守る心から、連帯感を育てよう
７．物の整理は心の整理感謝を込めて後始末
法人スーパーバイザーのお話を頂き、私も、実践できるように、
努力したいと思いました。                                  （秋谷 眞由美　記)

第1696回
      平成29年9月22日(金）

＊芋掘り＆ＢＢＱのお知らせ＊

開 催 日 ：11月19日（日）

集合場所：ピアラシティみさと

集合時間：10：30

芋 掘 り ：11：00～

参 加 費 ：大人 2,000円

               子供 1,000円

申し込み：11月15日（水）


