
第１６２８回
平成2８年６月３日（金）

　　　  第1６２９回
　　　　平成2８年６月１０日（金）

　　　　　　　　　　テーマ「明るく生きる」
　
　講話者は茨城県倫理法人会県南地区の地区長の島倉秀也法人レクチャ
ラー。平成２１年に倫理法人会に入会、翌年には会長に就任という、倫
理法人会ではよく見られる出世のスピードである。
　ご職業は医師。勤務医を経て、ある病院の再建のため院長として招か
れ、業績向上となるも、法改正のあおりを受け減収減益となり辞任。そ
の後、故郷である東京で開業を目指すも賃貸契約時のトラブルに巻き込
まれ、多額の借金を負う羽目に。そののち、縁あって、竜ヶ崎にて出直
し、クリニックを開業、そこで倫理と出会う。
　会長職を引き受け、富士研にて学び、ご尊父の恩に気づかされる。富
士研からの帰りにご実家に立ち寄り、ご尊父の脚をマッサージし、これ
までの親不孝を詫びた。
　ここから不思議なことに、銀行からいい条件の融資の話もあり、業績
が好転。現在にいたるわけである。「ほんとうに、父を敬し、母を愛す
る、純情の子でなければ、世に残るような大業をなし遂げることはでき
ない。」(万人幸福の栞13条より）
　倫理とは実践、あらためて実感した講話でした。　（粟屋慎治　記）

第１６３１回
平成2８年６月２４日（金）

　　　　　　　　　　　    テーマ「良い結果は準備次第」
　
　前日の「倫理経営基礎講座」から繋がる講話内容で、わ
かりやすく倫理を学ぶことができました。
　「良い結果は準備次第」というテーマの「準備」とは、
物においては物の整理整頓、心においては周りの人との融
合であり、当然そこには信念がなければならない。信念の
弱い人は横着で、当然何ごともうまくいかない。何ごとも
度を超えないことを心がけ、実践し続けることが最も大切
であると強調されました。
　常に明るく心を配り、即実行することが成功の秘訣だと
教えていただきました。
　時々ご家族との倫理体験談なども交え、とても78歳と
は思えない若々しくポジティブな講話を聴くことができて
感謝です。　　　　　　　　　　　　　（中村道明　記）
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　　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。

　　　　　　　　　　　　　テーマ「喜働精神が生き方を
　　　　　　　　　　　　　変えた」 
　アートネーチャー創業者の一人であった父が４８年前に始めたカツ
ラの製造販売会社㈱トウハツを引き継いだ臼井崇さん。仕事を始めた
頃は「仕事は生活のためにするもの」と思っていました。しかし、あ
る家族との出会いからその考え方が変わったそうです。
　それは、かつらの販売の為訪問していたお客様の家での出来事でし
た。カツラの商談中、その家族の妙な会話に不自然さを感じた父が一
喝したのでした。相手はその家族の一人娘。３歳の時にヤカンのお湯
で、顔や頭の半分くらいを火傷をしてしまっていました。
　その娘さんは、たいへん横柄な態度と言葉で、ご両親をなじる、怒
鳴るなど我儘の言い放題だったため、それを見るに見かねた父の行動
ででした。
　「ご両親はあなたを生んでここまで育ててくれた恩人。その恩人に
その言葉はなんだ。」一喝された娘さんは、その時から態度も生き方
も変わり家族が一つになっていったそうです。父に同席していた臼井
さんの仕事に対する思いもその時から変わったそうです。そして現
在、県ＭＳ委員長としてご活躍されております。　（臼井研人　記）

　第1６３０回
　平成2８年６月１７日（金）

　　　　　　　　　　　　　テーマ「人は誰でもいつから
　　　　　　　　　　　　　でも幸せになれる」
　本日は東京都倫理法人会樋口陽子副会長の御講話でし
た。倫理法人会に入会したきっかけ、高校生時代からモデ
ルで活躍されたこと、ダーツで世界一になったことをお話
しされました。

　お話しを通じて、感じたことは、自分の運命は自分で切
り開かなければならないことです。どうしてもモデルにな
りたいと思い、高校を中退して上京しました。またどうし
ても、ダーツで一番になりたいと思い、１日12時間練習
して、その思いを実現されました。

　倫理法人会の学びも、机上だけでなく、何よりも｢実践｣
が大事であると強調されました。私もなによりも｢実践｣を
大事にしていきたいと思いました。　　　（渡邉祥二　記）

平林照雅会長

「良い会社、心温まる社風に努力しよう」
　

講和者：臼井　崇　様
　　　　　　 越埼玉県ＭＳ委員長
　　　　　　　　㈱トウハツ

講　師：島倉秀也　様
　　　　　　　茨城県倫理法人会県南地区長
　　　　　　　（医法）龍ヶ崎大徳ヘルシークリニッ
　　　　　　　ク理事長

講話者：樋口陽子　様
　　　　　　　　東京都倫理法人会副会長
　　　　　　　　㈲エイチアンドワイズカンパニー

講和者：小野寺明美　様
　　　　　　　　一般社団法人倫理研究所　　　
　　　　　　　　法人アドバイザー

　 ８月はお盆月。先祖様に特に思いをする月ですね。
　まず、健康で仕事をさせていただいていることに感謝です。
　会社経営も、家庭の絆も、良い関係であるか否かは、会社にお
いては初代創設者や諸先輩の皆様との間に、家庭においては先
祖様に対して感謝の念があるかによります。またこれが無ければ
色々な事柄の道筋がつかなくなります。
　自分自身の心の素直さと、感謝の思いがすべての事柄の基本な
のです。
　多くの企業の成功者、倫理研究所の講師をお招きしてのモーニ
ングセミナーでは心の研修をしています。
　どなたでも大歓迎です！是非お越し下さい。



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

　開 催 回 数　
　期　　　　日

　　　役　　　　　　　職 　講　　　師　　　名 　講　演　テ　ー　マ
　　　

　第１６３６回　　
　８月　５日（金）

さいたま市南区倫理法人会会長
関東キタック販売㈱代表取締役

 小林　三石　　 様 「この国の誇り」

　第１６３７回
　８月１２日（金）

桶川市倫理法人会専任幹事
㈱三井ＰＣＯ代表取締役

 李　　炳東　　　様 「倫理を学び、克己復禮」

　第１６３８回　
　８月１９日（金）

越谷市倫理法人会専任幹事
㈱エコプライム代理店

 北原　京子  　 様 「想いは叶う」

　第１６３９回　
　８月２６日（金）

倫理研究所法人アドバイザー
メルセデス・ベンツ中央会長

 中嶌　武夫　 　様 「卒寿を迎えて」

　  」

日本創生　　企業に倫理を　　　
　職場に心を　　家庭に愛を　　
　　内外拡充やりぬこう

　

経営者モーニングセミナー会場地図
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８月生まれ会員紹介コーナー　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!!!!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新規入会会員紹介コーナー新規入会会員紹介コーナー

越谷市商工
会議所

№ 　　法　　人　　名 代表者名  所　在　地 № 　　法　　人　　名 代表者名  所　在　地

  １ 美幸住建㈲ 山上孝司 越谷市弥生町 １１ ㈱サンカンパニー 大原尊典 越谷市新川町

  ２ 萬味商事㈱ 木村昌英 千葉県柏市 １２ 幸福実現党越谷後援会 渡辺和重 越谷市宮本町

  ３ ㈲味菜 渡辺春美 千葉県柏市 １３ ㈲花勝 堀切勝仁 越谷市大沢

  ４ 福田陶器㈱ 福田和高 千葉県柏市 １４ 池中開発㈱ 古河　浩 越谷市東越谷

  ５ ファームハウスフジイ 藤井光昭 越谷市東町 １５ ㈱白晃 鈴木茂夫 越谷市大成町

  ６ 春日部内牧せんべい 工藤　修 春日部市栄町 １６ ㈲株竹商事 株竹眞次 越谷市南越谷

  ７ ㈱ヤマショウサービス 山崎勝己 越谷市相模町 １７ ㈱絆の家 林　優子 春日部市大枝

  ８ 佐藤造園 佐藤啓吉 越谷市東町 １８ 医療法人　敬愛会 天草大陸 越谷市平方

  ９ イズミマトリックス㈱ 田口智一 杉戸町大字椿 １９ ㈱中澤造園 中澤広樹 越谷市大成町

１０ ㈱十八屋 石井和也 吉川市美南

（敬称略）

㈱絆の家
林　優子 様
８月　４日

㈱石川商事
石川正一 様
８月　５日

立澤泰雄事務所
立澤泰雄 様
８月１８日

渡邉祥二
保険事務所
渡邉祥二 様
８月１０日

㈲藤和設備
加藤裕之 様
８月１４日

オフィス浅野
浅野すみ子 様
８月１５日

協和興運㈱
粟屋慎治　様
８月１５日

ジブラルタ生命保険㈱

藤林丈晴 様
８月１６日

藤澤慎也事務所
藤澤慎也 様
８月１７日

㈱いしい
小澤年子 様
８月１８日

㈱山下工務店
山下良雄 様
８月１８日

㈱松永建設越谷支店

島村宣行 様
８月２４日

民進党埼玉県
第３区総支部長
山川百合子 様
８月１４日
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