
　　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。
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12月度経営者モーニングセミナー予定表   

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

経営者の集い   ＊どなたでも参加できます 
期日：１２月１５日（木）午後６：３０～８：００　 
会場：越谷市中央市民会館　４階　第１３会議室
講師：丸山康雄　氏
　　　 一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー
　　　 長野県倫理法人会相談役・㈱マルバン取締役会長
講話：「事業継承の課題」

経営者モーニングセミナー会場地図
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『万人幸福の栞』第5条「夫婦は一対の反射鏡　【夫婦対鏡】」

夫婦とは一組の合わせ鏡のようなもの。                                        
互いに照らしあい、お互いを映し合っている。                               
ならば相手を直そうとするよりもまず自分をよくしていこう。          
そうして夫婦がぴったりと合一すると、                                        
一家の健康・発展はもとよりすべての幸福が生み出される。             

　開 催 回 数
　　期　日

　　　役　　　職 　講　師　名 　講　演　テ　ー　マ
　　　

　第1654回
12月  2日(金)

埼玉県倫理法人会
普及拡大委員長

 小滝 敏郎 様 「なぜ普及拡大なんて
      するのでしょうか？」

　第1655回
12月  9日(金)

豊島区倫理法人会
相談役

 工藤 直彦 様 「親祖先に繋がる」

　第1656回
12月16日(金)

長野県倫理法人会
相談役

 丸山 康雄 様 「実践（行動）こそ
                    変革だ！」

　第1657回
12月23日(金)

越谷市倫理法人会
相談役

 飯田 剛 様 「どんな人生にも
                 敗北はない」

　第1658回
12月30日(金)

   会員スピーチ
       粟屋専任幹事・秋谷眞由美副事務長・本田嘉兵さん

平林照雅会長

  師走の声に何かしら心あわただしく感じます。一年を振り返って、時の流れの
速さを感じる月でもあります。
  日本が先進国へ仲間入りする以前は、隣近所の触れ合いや団結心は、現在より
はるかに活気に満ちたものでした。また職場においても、社長と社員・社員同士
の絆ははるかに強いものがありました。
  さて倫理法人会の『職場の教養』は、家庭や職場や社会において「生きた言霊
の源」であります。ある職場では、社員が『職場の教養』を積極的に活用し、人
間力を高める学習を実践しています。
  その結果、職場に調和協調の心と強い絆が生まれ、他社と比べてダントツに好
印象を与える優良企業に生まれ変わっています。実践のみが変化を生むエネル
ギーとなるのです！是非越谷市倫理法人会のモーニングセミナーに参加して、企
業繁栄のヒントを見つけて下さい！

http://koshirin.jp/


　　　  第1646回
　　　　 平成28年10月7日（金）

講　師：内田 喜啓 会長
      　　　

　　　  第1647回
　　　　 平成28年10月14日（金）

講　師：三上 忠男  様
              (一社)倫理研究所
                 法人アドバイザー
　　　　　　

　　   テーマ「人の喜びを我が喜びにする倫理の実践」
　周りに対して不満だらけで、人と接する事が苦手な時に
地域連携の担当となり、学生組織や地域組織を立ち上げ
る。何も知らない畑なので、出会う人たちの言う事には全
て「ハイ」と言う実践。その姿勢に皆が惹かれて協力者が
増え、過疎地支援や復興支援で活動中。
倫理との出会いは、講話を依頼された時。万人幸福の栞に
衝撃を受け、講話をする前から入会を決めていた。素直、
人生新劇、運命自招等の栞に書かれている事の気づきがあ
り、聖書では腑に落ちなかった言葉の意味が解決出来たと
の事でした。
最近では戦死した祖父、２９歳で亡くなられたお母さまへ
の想い等心の繋がりを倫理が教えてくれたとの事でした。
天から与えられた使命を全うするのが本当の喜びであり、
してあげているという思いは奢りであり、本物でない、と
教えて頂きました。                          （山本正乃　記）

講　師：星野 敦子　様
       朝霞市倫理法人会 幹事
       十文字学園女子大学 教授
　　　　　　

　　　  第1648回
　　　　 平成28年10月21日（金）

　　　  第1649回
　　　　 平成28年10月28日（金）

講　師：戸田 栄造　様
         (一社)倫理研究所
         法人スーパーバイザー
　　　　　　

　　                                テーマ「何の為の倫理か？」
「お元気ですかー」の眠気を吹き飛ばすような発声で講話
が始まりました。
「59年5月27日、62年6月28日はどういう出来事が
あったでしょうか？」と質問され、越谷市倫理法人会が開
設、設立された日であることを教えていただきました。
知りませんでした。
素直と純情の違いは、素直はすべて素直にハイ、純情は即
行である。人は夢を実現するには、どれだけ「真剣」に実
践しているかによる。「真剣さ」が絶対必要条件。
『渋沢栄一の夢七訓』　夢なき者は理想なし　理想なき者
は信念なし　信念なき者は計画なし・・・を朗読いただ
き、夢を持つことの大切さを改めて感じました。
成功の秘訣は①明るい　②元気　③遊び好き（趣味・余
裕）　④欲が深い（認められたい）　⑤いい加減（良い加
減）であると話され、納得。とにかく圧倒的にエネルギー
溢れるすばらしい講話でした。               （桐原修　記）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

　　　　               テーマ「事業繁栄 更なる新へ挑め」
　本日は埼玉県倫理法人会、内田啓喜会長の御講話でし
た。まずは、バングラディシュの学校の話をされ、人に
与えることの尊さをお話しされました。
また、御兄弟の相続問題を例に出されて、あまり強欲に
なってはいけないということを説かれました。万人幸福
の栞の一節にある｢欲心を起して、水を自分の方にかきよ
せると向うににげる。人のためにと向うにおしやれば、
わが方にかえる。｣を具体的なお話を通して解説されまし
た。
そして、倫理をやっているのであれば、｢挑むことが大
事！自分の力以上のことに挑戦しなさい｣と説かれまし
た。会長ご自身も現在、誰も手を出したがらない、知的
障害者のグループホームの開設に挑んでいるとのことで
す。今朝も、内田会長からパワーを頂きました。           
                                                （渡邊祥二　記）

10月度経営者モーニングセミナー講話要旨

神無月ランチセミナー
平成28年10月19日(水)

講師：法人スーパーバイザー河野 武彦 様

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♪

12月生まれ会員紹介コーナー
(有)ﾅﾐｷ

並木 博 様
12月1日

ﾀﾞｽｷﾝ愛ﾗｲﾌ
高橋 昭雄 様

12月1日
㈱山恵

山口 義明 様
12月1日

弁護士法人ｱｰﾑｽﾞ法律事務所

浅水 尚伸 様
12月13日

ｶﾗｵｹ友
田中 繁昌 様

12月24日

石塚包装(有)
石塚 真一様

12月5日

柏せきしん
福村 洋一郎 様

12月15日

(有)一平産業
中村 修平 様

12月14日

㈱ｱｵｷ
青木 伸翁 様

12月21日

㈱甲斐設備子業
中村 聡 様
12月19日

ｲｽﾞﾐﾏﾄﾘｯｸｽ㈱
田口 智一 様

12月13日

(有)昭和ﾒﾀﾙ
栗原 裕之 様

12月20日

越谷駅前鍼灸整骨院㈱IM21

森田 一郎  様
12月17日

(有)ﾌﾟﾗｲﾑﾎｰﾑ
小林 豊代子 様

12月23日

　　　　　　　                テーマ「運命は自ら招く」
　草加市倫理法人会の第四代会長を務められた三上さんの
講話。自身の生い立ちを振り返り「運命は自ら招く」とい
うテーマで熱く、そして分かり易くお話しくださいまし
た。
栃木県壬生町で8人兄弟の末っ子として生まれ、大切に育
てられた幼少時代のこと。
大学を卒業し上場企業の研究員として社会人としてのス
タートを切り、順風満帆だった青年時代。しかしそこにオ
イルショックの大きな社会変化に巻き込まれ、苦難と試練
を体験することになります。その時に倫理に出逢い、それ
をきっかけに人生が好転していく「人生神劇」に通ずるエ
ピソードは、正に迫力がありました。
また毎朝実践していることは、あらゆることを全肯定し、
仏壇に手を合わせ祖先に感謝の言葉を伝えること。その
時、優しくそして厳しかった母を始め、祖先の方々の声が
聴こえ顔が浮かんでくるそうです。        （中村道明　記）

当会の平林照雅会長は「この混沌とした世界を救うのは純粋倫理しかな
い」と断言する。その純粋倫理を広く周知させるために、朝の活動が主で
ある倫理法人会が初の試みとして、10月19日ランチセミナーを開催し
た。講師には埼玉県倫理法人会元会長である河野武彦氏(現在は法人スー
パーバイザー)「なぜ倫理が必要なのか？」と体験を交えた講話を聴き、そ
のあと和やかで楽しい食事会をおこなった。参加者は32名。大盛況のうち
に終えることができた。次回は1月の予定です。みなさん、お楽しみに！   
                                                                             （粟屋慎治  記）


