普及は学びの場！
経営者の体験を頂く！

むべき方向︑目的︑理念を明確に

が成り立つのです︒特に会社が進

三郷市倫理法人会 会長 作村 直人

倫理法人会に入会している経

学んでいただきたく︑役員・会員

思いで︑一人でも多くの経営者に

や地域をより良くしようという

ば周囲が変わる﹂を基底に︑会社

目指しています︒
﹁自分が変われ

を図り︑健全で磐石な企業経営を

実践することによって自己革新

ては︑宝物の話もゴミ箱に捨てる

れる姿勢も大事です︒これがなく

また︑人の話をしっかり聴きい

た経と営の重要性﹂を学べます︒

継続させることと︑時代に合致し

た動機を常に確認し︑その思いを

直にふれることで︑﹁会社を興し

普及を通じて︑経営者の体験を

﹁経﹂
が第一義です︒
営者の方々は︑純粋倫理を学び︑ 掲げる

の皆様は普及活動に勤しんでい

ように聞き流してしまいます︒

で 多 く の 学 び・気 づ き を 得 る こ

出会いをいただき︑話を聴くこと

あります︒普及によって数多くの

で多くの学びを頂くことがよく

しかしながら︑普及を行うこと

ましょう！

験を皆様ご一緒に味わっていき

気づきが得られます︒この感動体

ことに気がつきます︒素晴らしい

めば︑そこに宝の山が眠っている

﹁普及は宝﹂です︒真剣に取り組

競輪に誘われ判らず買っ

(倫理はセレンディピティ) 」

券に︒
だが直後に娘が自転

何かを探しているときに︑

﹁セレンディピティ﹂とは

社団法人倫理研究所 法人レクチャラー
鈴木会計事務所 所長
鈴木 秀一 様

車で転倒し入院費に消えた

「人生神劇

別の価値を見つける事︒
倫

平成25年7月16日(火）
第1495回モーニングセミナー

との事︒
万人幸福の栞 頁

た大穴が本命の転倒で万車

Ｍ・Ｓ点景

得た金銭は︑不時の入費の

﹁まことの働きによらずに

ＭＳは人の話を傾聴する訓

が見つかる場であり︑また

理は偶然に素晴らしいもの

が亡くなった今︑
利益を入れ

会社の全権を握っていた父

を願っていたが反発︒
しかし

に︒
自らの倫理実践で息子

なかったため息子が不登校

庭内の後始末﹂が出来てい

万人幸福の栞にある﹁家

練の場であるとの事︒

﹁顔の墨﹂とは己の我儘︑

るだけでなく出す事が大事

大学進学出来たそうです︒

不自然な心︒
顔の墨に気付

ると説かれていました︒

れいに磨く事が重要であ

話に耳を傾け︑己の心をき

いないから︒
経営者は人の

ないのは自らが楽しんで

始めても︑社員がついて来

社長が率先して掃除を

﹁害悪﹂
になるとの事︒

罪を暴くような独善的な

かないと︑親切心や正義感

社団法人倫理研究所 法人局
普及事業部 首都圏方面担当研究員
柳下 文寛 様

も変わり定時制高を卒業︑

「顔の墨をけす」

と痛感しているそうです︒

平成25年7月2日(火）
第1493回モーニングセミナー
で行った事が結果︑他人の

父は小さくても良い会社

為に飛んでしまう﹂
の通り︒

82

埼玉県倫理法人会 副幹事長
森紙器株式会社 代表取締役
森 勇一 様

ます︒

とができるのです︒
経営の 経
｢ と｣は︑道｢ や｣ 理｢ の｣

意で︑時代が移っても変わらない

原 理 原 則・理 念・基 本 方 針 を 指

します︒﹁営﹂は︑現実の状況に対
し︑どうしたら事業が好転してい
くか方策を考え︑実行することで

「要物必与」

会長：作村 直人

事務局： 〒341-0037 三郷市高州３-５-１
TEL:048-948-1980 FAX:048-948-1981
http://www.ab.auone-net.jp/~rinri/

発行：三郷市倫理法人会

みさとネット
す︒
両者が噛み合って初めて経営

平成25年7月9日(火）
第1494回モーニングセミナー
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24

（朝食会 7:35~）

ポスティング
休み

ポスティング
6:00~

（朝食会 7:00~）

28

29

30

31

﹁鏡に向って︑顔の墨をけすに︑ガラスをふ

3

モーニングセミナー
6:30~

幼い頃︑兄弟に先立たれ

役員会18:30~

〜四条「万象我師」より〜
こうとしていたので︑一こうにおちぬ︒
自分

2

ポスティング
6:00~

（朝食会 7:00~）

ポスティング
6:00~

（朝食会 7:00~）

（納会 19:40~）

9/1

一人っ子になり︑わがまま

27

10

の顔をぬぐえばよい︒
﹂

26

MS1500 回 モーニングセミナー
特別記念講演 6:30~
（朝食会 7:35~）
18:30~

な 性 格 に︒
その後も感情で

東南地区
地区会
19:00~

9

﹁人を改めさせよう︑変えようとする前に︑

8

（朝食会 7:35~）

25

話してしまう癖がなかなか

20

モーニングセミナー
6:30~

ポスティング
6:00~

まず自ら改め︑自分が変えればよい﹂
と続くよ

19

3

（朝食会 7:00~）

（懇親会 19:40~）（朝食会 7:35~）

18

直らなかったそうです︒

2

土

うに︑自分の行動・言動がそのまま相手から

13

モーニングセミナー
6:30~

8/1

金

跳ね返ってくる︑まさに鏡のようなものだと

7

木

この文言は指摘しています︒

12

幹部研修
18:30~

結婚し夫からＤＶを受け

31

（朝食会 7:35~）

11

家出︒
︒
その後再婚し︑周囲

モーニングセミナー
6:30~

草加市倫理法人会 幹事
(株)岡田運輸 代表取締役
木村 健児 様

【集合場所】
MS･･･美加和、ポスティング･･･東洋ハウジング

水

モーニングセミナー 埼玉県倫理法人会
6:30~
設立30周年
（朝食会 7:35~） 記念式典
16:45~

6

の勧めで保育園を開いたそ

5

火
30

うですが︑親戚から借りて

4

29

いた用地の立ち退きを迫ら

7/28

れ た と の 事︒
複数の方から

消極的な性格のため︑
トラ

ブルを人のせいにしたり︑
逃

げたりする傾向があり︑
自分

が周りの人に支えられてい

たか理解できていなかった

との事︒
万人幸福の栞﹁信ず

れば成り︑憂えれば崩れる︑

信成万事﹂
を心に︑﹁常に前向

きな挑戦し続ける﹂
事を課題

にしているそうです︒

後継者倫理塾に入塾し︑
こ

の課題をこなす事こそ私の︑

そして周りの幸せになると

痛感する氏の姿勢に敬服︒

●三郷市倫理法人会カレンダー

月

平成25年7月30日(火）
第1497回モーニングセミナー

「信成万事～全社一丸～」

▼会員スピーチ

日

倫理指導を受け︑わがまま

川越市倫理法人会 会長
社会福祉法人 和会 芳野保育園 園長
大野 綾子 様

な自分を戒められたおかげ

で解決したそうです︒

「心 ひ とつ」

平成25年7月23日(火）
第1496回モーニングセミナー

4

5

6

7

ポスティング
6:00~

（朝食会 7:00~）
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