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倫理法人会とは、
倫理法人会とは
経営者の自己革新をはかる団体です
普段、目にすることのない
「倫理法人会憲章」をご紹介します。
「倫理法人会憲章」をご紹介
倫理法人会は、実行によって直ちに正
しさが証明できる純粋倫理を基底に、
経営者の自己革新をはかり、
経営者の自己革新
心の経営をめざす人々のネットワー
心の経営
クを拡げ、共尊共生の精神に則った健全
健全
な繁栄を実現し、地域社会の発展と美し
な繁栄
い世界づくりに貢献することを目的とし
た団体である。

【モーニングセミナーに参加しての感想
【モーニングセミナーに参加しての感想】
の感想】

～ よしっ！木曜日の朝活に行ってみよう！！ ～
２月も寒い中、ご参加頂きまして誠にありがとうご
ざいました。感謝致しております。
少しずつですが気候も春へと向かって参ります。３
月も素晴らしい講師の方々をお迎え致し「幸福になる
「幸福になる
ため」「成功するため」の感動の講話が行われますの
「成功するため」
で、会員の皆様並びに未会員の皆様！是非一度モーニ
ングセミナーにご参加下さい。
朝活！・モーニングセミナー委員長 大石雄一
～ 『活力朝礼』で元気に！明るく！ ～
アンケートへのご協力ありがとうございました。約
半数の企業様が「職場の教養を用いての朝礼」をされ
ていることがわかりました。4 月 12 日（木）に

富士高原研究所 ｢経営者倫理セミナー｣
参加報告 Vol.②

活力朝礼の説明会及び朝礼体験ができる研修会
モーニングセミナーを通通通通して、、、、いっしょに学学学学びましょう

を開催いたします。活力朝礼ってどんなもの？
活力朝礼ってどんなもの？と興味
活力朝礼ってどんなもの？
のある企業様ぜひご参加ください！企業の代表者の
方、または職員様どなたでも参加できます。あいさつ
あいさつ
の基本動作の説明もあり新入社員様の研修としても
の基本動作の説明もあり
活用できる内容になっております。会員企業様には後
日改めて案内をいたします。
活力！・朝礼委員会 委員長 川﨑祐一朗

２月 １日

斉藤 良二氏 ｢独立２４年を振り返って、
そしてほんの少しの働き方改革へ｣

｢売上はお客様が喜んでくれた数だ｣を合言葉に頑張っ
ています。という言葉がとても印象的でした。
大変なことも、喜びも、従業員の皆様と分かち合い、
励ましあい、家族のように、ともに支えあっていらっし
ゃる様子がひしひしと伝わってきました。温かく働きが
いのある職場作りをされているのだなぁと感じました。
(㈱インフォミックス 松村 美樹 様)
川﨑 祐一朗氏 ｢倫理を学んで｣
ユーモアを交えながら、とても楽しく聴く事ができま
した。「ハイの実践」
「役を受ける」事によって、自分の
成長と社員の成長ができたこと。最初は後ろ向きだった
倫理入会が、会社のピンチを救ってくれた、との事でし
た。
(プルデンシャル生命保険㈱
プルデンシャル生命保険㈱ 坂本公紀 会員)
会員)

２月１５
２月１５日
１５日

戸栗 敏 氏 ｢明朗・愛和・喜働｣
明朗・愛和・喜働を日常生活のひとつひとつにあては
めて、わかり易くお話しいただき、改めて素直な心で実
践をしていこうと思いました。
「誓いの言葉を自分に誓う
という気持ち」で決意する事の
大切さを感じる事ができました。
(紅燿書道教室 福原えり子 会員)
会員)
２月２２
２月２２日
２２日

～

アフタヌーンセミナー大成功！！

～

以下、参加者のコメントを紹介させて頂きます。
・おかげさまで 68 名のご参加を頂き、盛り上がり
ました。倫理の素晴らしいさ楽しさ、雰囲気など味
わっていただけたかなと思います♬
・未会員の皆様も喜んでおられました。
今日は倫理に触れて有難い 1 日でした♬
・他単会のいい事はすぐに取り入れ
同じようにさせて頂きたいです♬
輝く・女性委員会
委員長 小林 緑
純粋倫理をわかりやすい標語にした
「万人幸福の栞十七カ条」を
二カ条紹介します

八八八八．．．．明朗はははは健康のののの父父父父、、、、愛愛愛愛和和和和はははは幸福のののの母母母母
【【【【明朗愛和】】】】

ひ とり の人 が朗ら かだ と、 その まわ りまで 明
る くな る。 明朗な 心は 、肉 体の 健康 、家庭 の
健 康、 事業 の健康 のも と。 また 、愛 によっ て
和 がな りた ち、す べて が成 就す る。 明朗と 愛
和 の精 神こ そ、日 常生 活で もっ とも 心がけ る
べきことである。

九九九九．．．．約束をををを違違違違えれば、、、、己己己己のののの幸幸幸幸をををを捨捨捨捨てててて
他人のののの福福福福をををを奪奪奪奪うううう 【【【【破約失福】】】】

大 自然 の決 まりや 人間 同士 で決 めた 約束を 破
る と、 破っ た人が 不幸 とな る。 破ら れた相 手
の 方も 不幸 になる 。約 束は どん なこ とでも 守
り 抜こ う。 まずは 時間 を守 るこ とか ら始め よ
う。

野外実習にて｢自照静坐｣を
体験したことが私にとって生
【富士教育センター 各種セミナー案内】
かされている自分に気が付く
http://www.rinri-jpn.or.jp/business/social/03/seminar.html
貴重な時間となりました。霜
柱の残る林の中を裸足で歩き
ようやく菩提樹の丘に着きま
した。玉砂利の上に正座をすると講師の方が今一番
会いたい人のことを念じなさいと言われました。私
はお世話になった今は亡き恩人である元社長のこと
倫理法人会に入会しまして今年の４月で５年にな
を念じました。当時独立したいという夢がありまし
ります。富士研修経験者の方々から「凄く良いから
たので商売のイロハから教えてくださいといって事
是非参加した方が良いよ」と以前から進められ、今
務機の会社に採用頂きました。社長は倫理の道に熱
年初参加致しました。
心で、セブンアクトやランチェスター経営などを学
富士研修センターまでの道中、希望と不安を抱え
びました。残念なことに私が独立して間もなく癌で
ながら過ごしました。センターに到着しますと雄大
亡くなられましたが、恩人が菩提樹の下で私を待っ
で素晴らしい富士山と満面の笑みでセンターの方々
ていてくれたのではと思うと涙が止まりませんでし
が迎え入れて下さいました。
いよいよ２泊３日の研修がスタート。私は千葉県、 た。
こうして今まで恩の遡源に気づくことなく過ごし
兵庫県、山口県、熊本県の方々と一緒の班でした。
てきた年月に反省の念でいっぱいです。これからは
最初は言葉少なめでしたが時間の経過と共に親しく
反始慎終を心掛け感謝の日々を送ることを誓いまし
なり班で臨む挨拶テストでは、何度も不合格
何度も不合格を頂き
何度も不合格
て感想と致します。受講する機会を与えて頂き誠に
ながらも班が徐々に一つになり時間ぎりぎりで合格
有難うございます。
を頂きました。合格を頂いた瞬間メンバー全員で肩
メンバー全員で肩
副会長 普及拡大委員長 印口八男
を抱き合い喜びを分かち合ったことを鮮明に覚え
を抱き合い
■
賀詞交歓会の御礼
■
ています。
去る
2
月
2
日八代市、八代北、八代中央倫理法人会
どの研修も充実した内容でしたが、一番印象に残
一番印象に残
合同賀詞交歓会がセレクトロイヤル八代ホテルに於
った研修が自照静坐の研修でした。裸足で雑木林の
った研修が自照静坐の研修でした
いて開催されました。3 単会で出席者総数 81 名に
中を歩き砂利の石の上に静坐をして雄大な富士山に
て抽選会や未会員さんとの交流もあり、会員の親睦
見守られながら自分を見つめ直す時間。日常の生活 がさらに深まりました。ご出席を頂きした方々に紙
の中では味わえない時間でした。
面をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。
気づけばあっという間の２泊３日でした。文章で
副会長 普及拡大委員長 印口八男
は言い表せないほどの充実した時間であり、自分を
リセットし磨く時間となりました。
【 初のフルマラソン報告
のフルマラソン報告 】
参加して初めてその意味
参加を薦められた事が、参加して初めてその意味
㈱山崎食品 代表取締役 事務長 山崎英和
を理解し参加して本当に良かったと思いました。
を理解し参加して本当に良かったと思いました
2 月 18 日に行われた熊本城
熊本城マラソン
熊本城マラソンに参加しま
マラソン
機会がありましたら、また参加したいと思います。 した。人生初のフルマラソンは何とかゴールできま
未経験の会員の皆様！得るものが多く素晴らしい
したが、途中から膝が痛くなって走ることができず
経営者倫理セミナーです。是非参加してみて下さ
足を引きずってのゴールでした。
い！！
沿道では家族や友人、広報委員長の中竹さんが応
最後になりますが、富士研修の参加に際し温かく
送り出してくれました家族や、周囲の皆様に感謝申 援してくれていたのが心強かったです。走っている
と少し暑いくらいの気温でし
し上げます。
副会長 モーニングセミナー委員長 大石雄一 たが、さわやかな青空の下、
熊本の街並みを走ることがで
きていい経験になりました。
今後もこの経験を生かし、楽
しいランニングを続けていきます。

森田 良光氏｢健康祈願で『衣食農』もの語り｣
有機栽培とは、農薬や化学肥料を使わずに栽培された
農作物や畜産物、また、それらを使って加工された商品
だと知り、栽培の難しさと大切さを知りました。
森田社長様の人としてのやさしさと素晴らしさ、森田
社長様と知り合いになれたことがなによりでした。
(高岳石材 早坂末満 会員)
会員)
２月１日

坐禅を
坐禅を体験してみませんか
体験してみませんか？
してみませんか？
法輪禅寺(松崎町 2121-1 3232-5211)にて
～ 次回は
次回は３月２５日
２５日 日曜日 朝６時です ～
当日参加ＯＫです。気軽に経験してみましょう！！
● 今月の一句 ●
研修委員長 浦中仁
｢静けさや、警策の音のみ、堂に響きわたり｣
警策（けいさく・きょうさく）とは、座禅の時に眠気を
覚まさせるのに肩を打つ、平たい板のむちのことです。
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