
一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー
第1808回　柏市倫理法人会第1808回　柏市倫理法人会 《9月自主企画》《9月自主企画》

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後はホテルレストランで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（朝食1000円 コーヒー300円）

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後はホテルレストランで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（朝食1000円 コーヒー300円）

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

【ミーティングID】
898 1461 6582
【パスワード】
943299

Zoomでも
参加できます

令和４年度 三役による所信表明令和４年度 三役による所信表明

令和３年９月７ ）火（ 日令和３年９月７ ）火（ 日
AM6:00～AM7:00AM6:00～AM7:00

会長
小倉宏庸

専任幹事
神野忠彦

事務長
長谷川邦子

会長
小倉宏庸

専任幹事
神野忠彦

事務長
長谷川邦子

会社名 お名前 連絡先携帯･メール

柏市倫理法人会【経営勉強会 令和3年9月10日（金）18時30分】参加申込書（定員：申込先着25名）

FAX送信先　 04-7170-2594（榎戸）
お問合せ：榎戸 重記　090-3802-2670

柏市倫理法人会 ［経営力アップ・社員満足度向上］ 経営勉強会

これからの経営をデザインするこれからの経営をデザインする
～自社の強みを活かした事業計画～～自社の強みを活かした事業計画～

北垣 武久 氏講師

（有）ヒューリッド・コンサルティング 代表取締役

ひさたけがききた

早稲田大学卒業後、兼松(株)をへて独立
板橋区経営品質賞、板橋区働き甲斐のある会社賞審査員
東京商工会議所、ミラサポ、板橋区モノづくり各登録専門家
●企業の事業計画書策定、経営品質賞に基づく経営理念、
　ビジョン策定
●経営幹部のリーダーシップ、マネジメント能力開発、
●CSとESに向けた全員経営とモチベーションアップ
　ブログラム主宰

9 10
受付18:00  講演18:30～20:00

月 日

令和3年 柏の貸し会議室 KOUWA
会議室 A

1,000円

千葉県柏市柏4-5-10
柏駅東口を出て、サンサン通りを東へ約4分。

この勉強会は、対象者を会員企業に限定せず、
一般の企業経営者・社員さんも参加いただけます。

金

先行きが見えずらい中で、「これからは
こうしたい」と舵取りの方向が見えて
きます。アフターコロナの対策を検討
中の企業経営者、経営幹部、そして若い
世代の皆様にもご参加をお待ちしてい
ます。

日　時 会　場

参加費

〈全5回シリーズ〉 第1回  よい経営の原則とは何かを考える〈全5回シリーズ〉 第1回  よい経営の原則とは何かを考える

【全５回シリーズ　今後の内容】
第２回  自社の経営理念･内部環境（自社の強みと要改善点）
第３回  外部環境（機会と脅威）･今後のビジョン
第４回  現状の問題（ビジョンの障害）･変革に向けた提案
第５回  将来に向けた実行計画･６ヶ月の具体的活動

定員：申込先着25名

3年

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。 ◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会 千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

駒村 武夫氏
（株）ソフケン　代表取締役

こま むら たけ お

白井・印西倫理法人会 相談役
Zoomでも参加できます【ミーティングID】898 1461 6582【パスワード】943299

経営者
モーニ

ングセ
ミナー第180

9回
柏市倫理法人会

病気になって四つの良かった〈
講
話
〉

142021. 9
AM6:00～7:00 （火）

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1
JR柏駅西口より徒歩２分

1995年 流山市倫理法人会入会 
1999年12月 白井市倫理法人会 設立時移籍
1999年 白井市倫理法人会 事務長（5期）
2004年 白井市倫理法人会 会長（3期）
2007年 白井市倫理法人会 専任幹事
2008年 白井市倫理法人会 相談役
2009年 千葉県倫理法人会 朝礼委員長

2010年 千葉県倫理法人会 副幹事長（3期）
2013年 白井市倫理法人会 幹事
2014年 白井市倫理法人会 副会長
2015年 白井市倫理法人会 相談役（2期）
2017年 白井市倫理法人会 副会長（3期）
2020年 白井・印西倫理法人会 相談役（２期目）
　　　　 …現在に至る

経営理念：「暮らしに役立つ物つくり」全従業員の物心両面の幸福実現

ProfileProfile

入場料 朝 食入場料 朝 食
会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

入場は無料です。

第1810回 柏市倫理法人会

経営者モーニングセミナー

一般社団法人倫理研究所 法人レクチャクラー
東金市倫理法人会 相談役
はら しま かず お

原島 和雄 氏
2005年 東金市倫理法人会 入会
2009年 東金市倫理法人会 事務長（２期）
2011年 東金市倫理法人会 副会長（２期）
2013年 東金市倫理法人会 会長（２期）
2015年 千葉県倫理法人会 副幹事長（２期）
2017年 房総中央地区 会長（２期）
2019年 東金市倫理法人会 幹事／
 キャリア・アドバイザー(２期)
2021年 東金市倫理法人会 相談役

（株） 住センター２１ 代表取締役

日 時 9月21日
令和3年

火
ザ・クレストホテル柏 ［柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分］

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会東葛北地区事務局　　柏市東上町7-18柏商工会議所509
TEL. 04-7166-1687　FAX. 04-7166-1688　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。
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入場は無料です。会員でない方もぜひご参加ください。

◎終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
　ご希望の方は受付でお申込ください。
　（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

AM 6:00 ～ AM 7:00

 943299

898 1461 6582ミーティングID

パスワード

Zoomでも参加できます

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

「人生は片道切符の長い旅！！」講話

M
orning Sem

inar 
M
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inar 
M
orning Sem

inar 
M
orning Sem

inar 
M
orning Sem

inar 
M
orning Sem

inar 
M
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一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

《講話》

柏市倫理
法人会

入場は無料です。
ザ・クレストホテル柏場 所

日 時

入場料

朝 食 終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

AM 6:00 ～ AM 7:00
9月28日（火）
令和3年

君津市倫理法人会 相談役

小幡 倖 氏

生かされて生きる
 ＝倫理を愉しむ＝
生かされて生きる
 ＝倫理を愉しむ＝

お ばた もとる

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

（有）ファミリー　代表取締役

平成22年 君津市倫理法人会 副会長
平成23年 君津市倫理法人会 専任幹事
平成24年 君津市倫理法人会 副会長
平成25年 君津市倫理法人会 普及拡大委員長、
 上総安房地区幹事
平成26,27年  君津市倫理法人会 会長
平成28,29年  君津市倫理法人会 相談役
平成30年 君津市倫理法人会 相談役、
 上総安房地区幹事
令和元年 君津市倫理法人会 相談役
令和2年 君津市倫理法人会 相談役、
 上総安房地区相談役
令和3年 君津市倫理法人会 相談役、
 上総安房地区幹事

Morning Seminar for proprietor第1811回

経営者モーニングセミナー
第1811回

経営者モーニングセミナー

【ミーティングID】 898 1461 6582
【パスワード】 943299

Zoomでも参加できます

入場は無料です。

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

場 所

入場料

朝 食

会員でない方もぜひご参加ください。

終了後はホテルビュッフェで講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。
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AM 6:00 ～ AM 7:00
10月5日（火）

日 時 令和3年

【略歴】
1972年　千葉県出身
1999年4月
 富士倫理学苑 入学
 （2001年3月 修了）
 その後、法人局普及事業部、
 生涯局普及開発部等を歴任。
2019年10月
 法人局教育業務部 主事
 …現在に至る

経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー
第1812回 柏市倫理法人会第1812回 柏市倫理法人会第1812回 柏市倫理法人会

《講話》《講話》自己革新の転換点自己革新の転換点

451139

832 4514 1484ミーティングID

パスワード

Zoomでも参加できます

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

経営者モーニングセミナー
柏市倫理法人会

令和3年9月～令和4年8月
ザ･クレストホテル柏



10 12月 日

無料

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1  JR柏駅西口より徒歩２分

会員でない方もぜひご参加ください。

講師プロフィール講師プロフィール

あきらめない！

令和3年
AM6:00～7:00

（火）

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会 千葉県倫理法人会東葛北地区事務局
柏市東上町7-18柏商工会議所509
Tel. 04-7166-1687 Fax. 04-7166-1688

日 時

会 場

朝 食

入場料

Zoomでも
参加できます
【ミーティングID】
832 4514 1484
【パスワード】
451139

〈テーマ〉

あきらめない！
〈テーマ〉

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

柏市倫理法人会　第1813回　経営者モーニングセミナー

【略歴】
1982年3月 千葉大学教育学部附属小学校 卒業
1985年3月 千葉大学教育学部附属中学校 卒業
1988年3月 渋谷教育学園幕張高等学校 卒業
1992年3月 成城大学経済学部経営学科 卒業
1992年4月 株式会社 ビジネスコンサルタント 入社
1999年4月 家業である有限会社 千葉生花市場 入社
2010年1月 公益社団法人千葉青年会議所 理事長就任
2014年4月 有限会社 千葉生花市場 廃業
2015年10月 マニュライフ生命保険 株式会社 入社
2016年11月 MDRT 該当（現在、MDRT日本会千葉・
  茨城ブロック事務局長）
2019年9月 千葉市倫理法人会 会長就任
2021年7月 株式会社ライフメトリクス 入社（転職）
  現在に至る

【倫理歴】
2011年4月 千葉市中央区倫理法人会　入会
2014年4月 退会
2016年3月 千葉市中央区倫理法人会　再入会
2018年1月 千葉市倫理法人会へ移籍
2019年9月 千葉市倫理法人会会長拝命
2020年9月 千葉市倫理法人会会長２期目拝命
2021年9月 千葉市倫理法人会会長３期目拝命

【専門分野】
法人保険、資産運用・資産形成アドバイス、相続診断士、
２級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士

【略歴】
1982年3月 千葉大学教育学部附属小学校 卒業
1985年3月 千葉大学教育学部附属中学校 卒業
1988年3月 渋谷教育学園幕張高等学校 卒業
1992年3月 成城大学経済学部経営学科 卒業
1992年4月 株式会社 ビジネスコンサルタント 入社
1999年4月 家業である有限会社 千葉生花市場 入社
2010年1月 公益社団法人千葉青年会議所 理事長就任
2014年4月 有限会社 千葉生花市場 廃業
2015年10月 マニュライフ生命保険 株式会社 入社
2016年11月 MDRT 該当（現在、MDRT日本会千葉・
  茨城ブロック事務局長）
2019年9月 千葉市倫理法人会 会長就任
2021年7月 株式会社ライフメトリクス 入社（転職）
  現在に至る

【倫理歴】
2011年4月 千葉市中央区倫理法人会　入会
2014年4月 退会
2016年3月 千葉市中央区倫理法人会　再入会
2018年1月 千葉市倫理法人会へ移籍
2019年9月 千葉市倫理法人会会長拝命
2020年9月 千葉市倫理法人会会長２期目拝命
2021年9月 千葉市倫理法人会会長３期目拝命

【専門分野】
法人保険、資産運用・資産形成アドバイス、相続診断士、
２級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士

今井 太志 氏
株式会社ライフメトリクス

いま い ふと し

千葉市倫理法人会 会長

今井 太志 氏
株式会社ライフメトリクス

いま い ふと し

千葉市倫理法人会 会長

オンライン交流会オンライン交流会

お名前　　　　　　　　　　　　　　　

柏市倫理法人会【オンライン交流会 令和3年10月15日（金）】参加申込書お
申
し
込
み
な
し
で
の

　

い
き
な
り
参
加
Ｏ
Ｋ
で
す
！

FAX送信先　 04-7148-7389（神野）
メール　 enotoco@gmail.com（榎戸）

お問合せ：榎戸 重記　090-3802-2670
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柏市
倫理
法人会

柏市
倫理
法人会

～会員間シェア会～

190449

878 0063 9472

Zoom

ミーティングID

パスワード

使用アプリ日 時

PM20時～PM22時
10月15日（金）

令和3年

※19時～20時まではオンライン役員会を開催しています。

Zoomアプリを使って、ゆる～くざっくばらんなおしゃ
べり会を開催します。お気楽に世間話や情報交換してみ
ませんか。皆様のご参加をお待ちしております。

Zoomアプリを使って、ゆる～くざっくばらんなおしゃ
べり会を開催します。お気楽に世間話や情報交換してみ
ませんか。皆様のご参加をお待ちしております。
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Zoomでも
参加できます
【ミーティングID】
832 4514 1484
【パスワード】
451139

ザ・クレストホテル柏会場
千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

柏市倫理法人会

人生自分探し
第1814回

〈講話〉
令和3年

10 日
火曜日
月19

AM6:00～7:00

小川 芳史 氏

船橋市中央倫理法人会 専任幹事

VSPファイナンシャル

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

入場は無料です。入場料
会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。朝食
朝食1000円。コーヒーのみ300円。

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

モーニングセミナーに参加した時、何かが変わり始める！

経営者
モーニングセミナー 経営者モーニング

セミナー

「心に届く話し方」

柏市倫理法人会

第1815回

テーマ

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会 柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

参加費
無料

株式会社笑福 代表取締役
1981年（昭和56年）2月生。京都出身。
2008年　株式会社笑福設立
2013年　柏市倫理法人会入会
2015年　柏市倫理法人会専任幹事
2017年より東京話し方教室・代表　

柏
市
倫
理
法
人
会 

会
員

み

は
ら

よ
う

へ
い

三
原 

庸
平
氏

日
時 10月26日

令和３年

AM6:00～AM7:00

会
場

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

朝
食

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

451139

832 4514 1484ミーティングID

パスワード

Zoomでも参加できます

（火）

11 2月 日

無料

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1
JR柏駅西口より徒歩２分

会員でない方も
ぜひご参加ください。

令和3年

AM6:00～7:00
（火）

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会

氏丸　淳一
株式会社 志学経営　代表取締役

まる じゅん いち
館山市倫理法人会 相談役

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

〈講話〉実践によって得たもの
経営者モーニングセミナー

第1816回  柏市倫理法人会

［経歴]
1994年　千葉県館山市倫理法人会 会長
1999年　千葉県倫理法人会上総安房地区
2000年　千葉県倫理法人会 研修委員長
2001年　千葉県館山市倫理法人会 相談役
2001年　千葉県倫理法人会 副会長
2004年　千葉県館山市倫理法人会 相談役
2005年　千葉県館山市倫理法人会 相談役
2006年　千葉県館山市倫理法人会 相談役
2006年　千葉県倫理法人会 副会長
2007年　千葉県館山市倫理法人会 相談役
2008年　千葉県館山市倫理法人会 監査
2008年　千葉県倫理法人会 監査
2009年　千葉県館山市倫理法人会 監査
2009年　千葉県倫理法人会 監査
2010年　千葉県館山市倫理法人会 監査
2011年　千葉県館山市倫理法人会 監査
2012年　千葉県館山市倫理法人会 相談役
2013年　千葉県館山市倫理法人会 相談役
2014年　千葉県館山市倫理法人会 相談役
2015年　千葉県館山市倫理法人会 相談役
2016年　千葉県館山市倫理法人会 相談役
2017年　千葉県館山市倫理法人会 相談役

千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

日 時

会 場

入場料

朝 食

万人幸福の栞
第四条

ばん しょう わが し

人は鏡、万象はわが師

万象我師

「倫理で学んだこと」
モーニングセミナーに参加した時、何かが変わり始める！

テーマ

経営者モーニングセミナー
柏市倫理法人会

第1817回 参加
無料

日時：令和３年11月9日       AM6:00～7:00
会場：ザ・クレストホテル柏

火

講師│竹内 義彦 竹内行政書士事務所

松戸市中央倫理法人会
キャリア・アドバイザー

Yoshihiko Takeuchi

夫婦は一対の反射鏡

ふう ふ たい きょう

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

朝
食

千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会 柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

平成11年4月　松戸市中央倫理法人会 入会
平成11年9月　松戸市中央倫理法人会 幹事
平成13年9月　松戸市中央倫理法人会 専任幹事
平成15年9月　松戸市中央倫理法人会 事務長
平成17年9月　松戸市中央倫理法人会 副会長
平成19年9月　松戸市中央倫理法人会 会長
平成20年9月　松戸市中央倫理法人会 会長

万人幸福の栞 17ヶ条
第五条 夫婦対鏡

経営者モーニングセミナー
16日（火）令和３年11月

AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（朝食1000円 コーヒー300円）

第1818回 柏市倫理法人会

「日本っていいな！」「日本っていいな！」

木更津市倫理法人会 副会長

拓殖大学紅陵髙等学校 校長

もり あきら

森　章  氏

昭和29年 茨城県生まれ。
拓殖大学政経学部卒業後、
平成17年 拓殖大学紅陵高校 校長就任。
現在に至る。
紅陵高校空手道部顧問、全国総体・選抜で
全国一位に導いている。

講話

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会東葛北地区事務局　　柏市東上町7-18柏商工会議所509
TEL. 04-7166-1687　FAX. 04-7166-1688　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

万人幸福の栞
第六条

し じょ めい ゆう

子は親の心を実演する
名優である

子女名優

3年

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。 ◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会 千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

桜田 義孝氏
衆議院議員

さくら だ よし たか

柏市倫理法人会 会員

経営者
モーニ

ングセ
ミナー第181

9回
柏市倫理法人会

取り組んでいる
  政治活動について

〈講話〉

232021.11
AM6:00～7:00 （火）

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1
JR柏駅西口より徒歩２分

生年月日：昭和24年12月20日生まれ
血液型：情熱のO型
好きな言葉：努力に勝る天才はなし
尊敬する人物：徳川家康、Ｊ・Ｆ・ケネディ
趣味：登山、バスケットボール、映画鑑賞、家庭料理
好きな食べ物：豆腐、いちご
千葉県立東葛飾高等学校普通科卒業、
明治大学商学部商学科卒業

1976年櫻田建設創立。柏青年会議所理事長
柏市議会議員（2期）、千葉県議会議員（1期）
1996年第41回衆議院議員総選挙に初当選。
以後連続当選4回。2009年落選、浪人を経て、
2012年国政に復帰。
2018年10月国務大臣（東京オリンピック競技大会・
東京パラリンピック競技大会担当）に就任。
2020年10月自民党組織運動本部長代理。
2021年現在8期目。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

入場料 朝 食入場料 朝 食
会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

入場は無料です。

万人幸福の栞第七条しっ ぺい しん ごう

肉体は精神の象徴、病気は生活の赤信号

疾病信号



一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会東葛北地区事務局　　柏市東上町7-18柏商工会議所509
TEL. 04-7166-1687　FAX. 04-7166-1688　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー
第1820回　柏市倫理法人会第1820回　柏市倫理法人会

《11月自主企画》《11月自主企画》会員スピーチ会員スピーチ

今回のモーニングセミナーは、11月自主企画として
参加者全員に会員スピーチをしていただきます。
今回のモーニングセミナーは、11月自主企画として
参加者全員に会員スピーチをしていただきます。

30日（火）令和3年 11月
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後はホテルのレストランで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（朝食1000円 コーヒー300円）

30日（火）令和3年 11月
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏　入場無料

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

万人幸福の栞
第八条

めい ろう あい わ

明朗は健康の父、
愛和は幸福の母

明朗愛和
終了後はホテルのレストランで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（朝食1000円 コーヒー300円）

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会東葛北地区事務局　　柏市東上町7-18柏商工会議所509
TEL. 04-7166-1687　FAX. 04-7166-1688　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

経営者モーニングセミナー

第1821回 柏市倫理法人会

「私が生きているという事」

東葛倫理法人会　幹事
すず き まさ こ

（有）ハル企画　取締役会長

鈴木 正子 氏

【プロフィール】
茨城県つくば市出身。流山市在住。
S.60年 大同生命入社。
H.25年 （有）ハル企画入社。
H.21年11月25日 柏の葉倫理法人会入会。
　　　　　　　　　（みそ汁委員長）。
　H.30年 東葛倫理法人会移籍（女性委員）。
　　令和元年東葛北地区幹事(女性委員)
　　　　現在に至る

講話

7日（火）令和３年 12月
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（朝食1000円 コーヒー300円）

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

万人幸福の栞
第九条

は やく しっ ぷく

約束を違えれば、己の幸を
捨て他人の福を奪う

破約失福

12 14月 日

無料
ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1  JR柏駅西口より徒歩２分

会員でない方もぜひご参加ください。

柏市倫理法人会　第1822回

経営者モーニングセミナー

講師プロフィール

受け入れる心
～相手を受け入れ
人間成長～

令和3年
AM6:00～7:00

（火）

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会 千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

日 時

会 場

朝 食

入場料

清水 隆行氏
プルデンシャル生命保険（株）
首都圏第五支社

しみず たか ゆき

浦安市倫理法人会 専任幹事

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

〈講話〉

1997年3月 専門学校日本ホテルスクール卒業。
『姉さん事件です!』のホテルドラマにあこがれる。
1997年4月 横浜ロイヤルパークホテルニッコー
入社。ベルボーイ配属。2001年4月 上記退社。　
★演技とダンスの勉強したくニチエンプロダク
ションに所属。事務所の先輩は「なんでだろう～♪」
で有名な『テツand トモ』さん※約2年間様々アル
バイト生活をしながら芸事に励む！！！
2003年4月 前職のシダックスレストランサービ
スの「オールドマンズ・アン汐留」アルバイトから店
長になり9年勤務、ジャズダンスのインストラク
ターも並行してやる。
2012年1月 プルデンシャル生命保険 入社。　
・キッズマネースクール認定講師
・従業員を守る為の福利厚生プラン
・公的年金アドバイザー

2018年6月 浦安市倫理法人会 入会
2018年9月 浦安市倫理法人会 幹事
2019年9月 浦安市倫理法人会 幹事
  MS委員会 副委員長
2020年9月 浦安市倫理法人会　専任幹事

万人幸福の栞第十条
きん ろう かん き

働きは最上の喜び

勤労歓喜

八千代市倫理法人会 幹事

オフィスプルニエ 代表取締役
森田 日記 氏

「あせらず･くさらず･
　　　　 あきらめず」
「あせらず･くさらず･
　　　　 あきらめず」

経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー

八千代市倫理法人会 幹事

オフィスプルニエ 代表取締役
森田 日記 氏

講話

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

第1823回 柏市倫理法人会第1823回 柏市倫理法人会

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

21日（火）令和3年12月
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（朝食1000円 コーヒー300円）

21日（火）令和3年12月
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（朝食1000円 コーヒー300円）

身長172cm、フランス人の祖父を持つ個性的なルックス
のおかげでスカウトされ、芸能界に入ることになった。
1973年RCAビクターより歌手デビュー。同年東京
12ch『プレイガールQ」にレギュラー出演。週刊誌・バラ
エティ番組やクイズ番組・ドラマなどに多数出演、テレビ
朝日系『独占!女の60分』では体当たりでリポーターをつ
とめていた。1988年芸能活動を休止。現在は千葉市に在
住し、2002年7月より歌手活動を再開、主に都内、千葉
市内のライブハウスなどでシャンソンを中心とした大人の
歌を歌っている。

万人幸福の栞
第十一条

ばん ぶつ せい せい

物はこれを
生かす人に集まる

万物生々

もり た にっ き

《ご案内》柏市倫理法人会

◎新型コロナ感染
　対策に充分配慮
　して開催します。

2021

◎下記の参加申込書に出欠をご記入の上、12月10日までにご返答をお願い申し上げます。

◆会場：ザ･クレストホテル柏
◆会費：大人8,000円
　　　　子供4,000円（小学生）

◆受付：18時00分
　開宴：18時30分
　終了：20時30分

今年は２年ぶりに忘年会を開催します。親睦を
深め、さらに有意義な倫理活動を行っていきま
しょう。多くの皆様のご参加を、心よりお待ち
申し上げます。
会長 小倉宏庸　実行委員 橋本知子　橋本正美

会社名　　　　　　　　　　　　　　　 お名前　　　　　　　　　　　　　　　
忘年会　□参加　大人 　　　名　　子供　　　名　　計　　　　名
　　　　□不参加

柏市倫理法人会【2021忘年会】参加申込書

Fax 04-7148-7389（神野）
お問合せ：小倉 090-8344-6994  神野 090-2678-6697

12月21日（火）
 令和３年 ※新型コロナの状況によっては、

　別企画に変更する場合があります。

カ
ラ
オ
ケ
大
会

ビンゴゲーム

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー
第1824回　柏市倫理法人会

《12月自主企画》《12月自主企画》会員スピーチ会員スピーチ

第1824回　柏市倫理法人会

全員にこの１年を締め括る
スピーチをして頂きます。

28日（火）令和3年 12月
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後はホテルのレストランで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（朝食1000円 コーヒー300円）

28日（火）令和3年 12月
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後はホテルのレストランで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（朝食1000円 コーヒー300円）

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

万人幸福の栞
第十二条

しゃ が とく ぜん

得るは捨つるにあり
捨我得全

～この一年を振り返って～～この一年を振り返って～

※今年年頭の書き初めで書いた
　色紙をご持参ください。
※今年年頭の書き初めで書いた
　色紙をご持参ください。

全員にこの１年を締め括る
スピーチをして頂きます。

第1825回 モーニングセミナー　令和４年元旦

太陽にほえろ！太陽にほえろ！
第1825回 モーニングセミナー　令和４年元旦

日 時 令和４年１月１日（土） 6時00分～令和４年１月１日（土） 6時00分～

柏市大青田1620-1柏市大青田1620-1
無料無料 社員の方、ご家族もぜひご参加ください。社員の方、ご家族もぜひご参加ください。参加費

場 所

ఛৡᇉఛৡᇉ

第1826回 モーニングセミナー

日 時

新年の決意を色紙に書き止め、
発表していただきます。

ஙȧɛ

入場は無料です。

ザ・クレストホテル柏
柏市末広町14-1 JR柏駅西口より徒歩２分

場 所

入場料

朝 食

会員でない方もぜひご参加ください。

終了後はホテルレストランで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

一般社団法人　倫理研究所

AM 6:00 ～ AM 7:00
令和４年１月11日（火）

千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

倫理法人会　柏市倫理法人会

※今年はお雑煮や暖かい飲料、ストーブもご用意します。
※令和4年1月4日（火）モーニングセミナーはお休みです。

○写真はイメージです。着物で参加される必要はありません。 ○筆ペンをお持ちの方はご持参ください。

小倉建設株式会社の資材置場　※裏面の地図を参照

令和3年 太陽にほえろ令和3年 太陽にほえろ

1 18月 日

無料

ザ・クレストホテル柏
※今回の会場は4階の
　クレストイーストです。

千葉県柏市末広町14-1  JR柏駅西口より徒歩２分

会員でない方もぜひご参加ください。

令和4年
AM6:00～7:00

（火）

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。 ◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会 千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

日 時

会 場

朝 食

入場料

〈テーマ〉

奇跡は壁の向こう側に奇跡は壁の向こう側に
〈テーマ〉

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

柏市倫理法人会　第1827回　経営者モーニングセミナー

氏氏
こばやし たつ ゆきこばやし たつ ゆき

松戸市中央倫理法人会 キャリア･アドバイザー松戸市中央倫理法人会 キャリア･アドバイザー

入会：平成16年2月
【単　会】 　
平成18～20年度 松戸市中央 副会長
平成21～22年度 松戸市中央 専任幹事
平成23～26年度 松戸市中央 副専任幹事
平成27～28年度 戸市中央 会長

【県・地区】
平成24年度 県普及拡大副委員長
平成29年度 東葛南副地区長
令和2～3年度 東葛南副地区長
令和4～年度 東葛南地区長

講師プロフィール

万人幸福の栞
第十五条
せいしん ばん じ

信ずれば成り、
憂えれば崩れる

信成万事

小林 辰幸小林 辰幸
株式会社昭和精機 代表取締役株式会社昭和精機 代表取締役

3年

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。 ◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会 千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

前田 純 氏
金子保険事務所 取締役社長

まえ だ じゅん

千葉県倫理法人会 副幹事長

経営者
モーニ

ングセ
ミナー第182

8回 柏市倫理法人会

実践から掴んだ
言葉の力

〈講話〉

252022.1
AM6:00～7:00 （火）

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1
JR柏駅西口より徒歩２分

第182
8回 柏市倫理法人会

〈講話〉

AM6:00～7:00

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1
JR柏駅西口より徒歩２分

1961年（丑年）生まれ
出身地 兵庫県宝塚市　１級ＦＰ技能士
平成19年9月1日 松戸市倫理法人会 入会
同年 松戸市倫理法人会 専任幹事（会長 武井榮子）
平成22年～平成24年
　松戸市倫理法人会 専任幹事（会長 坂田敏彦）
平成25年 松戸市倫理法人会 副会長

平成26・27年 東葛南地区 副地区長
平成28・29年 東葛南地区 地区長
平成30年 県事務長
平成31年度・令和2年度　松戸市会長
令和３年度 松戸市相談役
令和４年度 県副幹事長

1961年（丑年）生まれ
出身地 兵庫県宝塚市　１級ＦＰ技能士
平成19年9月1日 松戸市倫理法人会 入会
同年 松戸市倫理法人会 専任幹事（会長 武井榮子）
平成22年～平成24年
　松戸市倫理法人会 専任幹事（会長 坂田敏彦）
平成25年 松戸市倫理法人会 副会長

平成26・27年 東葛南地区 副地区長
平成28・29年 東葛南地区 地区長
平成30年 県事務長
平成31年度・令和2年度　松戸市会長
令和３年度 松戸市相談役
令和４年度 県副幹事長

入場料 朝 食入場料 朝 食
会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

入場は無料です。

ProfileProfile

万人幸福の栞第十六条
きゅう

きそん
じん

己を尊び人に及ぼす

尊己及人



柏市
倫理
法人会
柏市
倫理
法人会経営者の集い

入場は無料です。
京北ホール 柏市柏１-４-３　京北ビル6階

JR柏駅東口より徒歩1分（二番街商店街入口）

18:30 ～ 19:30令和４年1月31日（月）日 時

場 所

入場料

懇親会

お問い合せ

会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は京北ホールにて懇親会を行います。 （新型コロナ感染対策に配慮して行います。）
参加ご希望の方は受付でお申込ください。（会費2,000円）
柏市倫理法人会　「経営者の集い」　実行委員　岩立茂代　増田裕子
小倉 090-8344-6994  神野 090-2678-6697　　※ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

法人レクチャラー/東京都倫理法人会 幹事長法人レクチャラー/東京都倫理法人会 幹事長
とう ま あき お

藤間 秋男 氏藤間 秋男 氏
講師プロフィール
100年企業創りコンサルタント・公認会計士・税理士
100年企業創りコンサルティングをライフワークとし、数多くの事業承継対策の支援を行う。
後継者問題に悩む中小中堅企業の後継者探しや、経営承継の実践的指導、理念・ビジョン・
財務改善・自社株・相続を含む総合的戦略で好評を博している。
日本一多くの老舗企業の取材インタビューを行う。
著書「中小企業の『事業承継』 はじめに読む本 」(すばる舎)、
 「永続企業の創り方10ヶ条」(平成出版)、 「社長引退勧告」(幻冬舎) などがある。

経営者の集い経営者の集い
《講話》《講話》

会社名　　　　　　　　　　　　　　　 お名前　　　　　　　　　　　　　　　
□ 講演会と懇親会に参加（会費2,000円）　□ 講演会のみ参加（無料）

柏市倫理法人会【経営者の集い 令和4年1月31日（月）】参加申込書　申込期限1月24日（月）

Fax 04-7148-7389（神野）

ＴＯＭＡコンサルタンツグループ（株）代表取締役会長ＴＯＭＡコンサルタンツグループ（株）代表取締役会長

　　倫理経営を実践した、
潰れない、永続経営創り（Ⅰ）
　　倫理経営を実践した、
潰れない、永続経営創り（Ⅰ）

2 1月 日

無料
ザ・クレストホテル柏 千葉県柏市末広町14-1

JR柏駅西口より徒歩２分

会員でない方も
ぜひご参加ください。

令和4年 AM6:00～7:00（火）

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会

氏藤間 秋男
TOMAコンサルタンツグループ（株）代表取締役会長

とう ま あき お
法人レクチャラー/東京都倫理法人会 幹事長

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

〈講話〉　　倫理経営を実践した、
潰れない、永続経営創り（Ⅱ）

経営者モーニングセミナー
第1829回  柏市倫理法人会

100年企業創りコンサルタント・公認会計士・税理士
100年企業創りコンサルティングをライフワークとし、数多
くの事業承継対策の支援を行う。後継者問題に悩む中小中
堅企業の後継者探しや、経営承継の実践的指導、理念・ビ
ジョン・財務改善・自社株・相続を含む総合的戦略で好評を
博している。日本一多くの老舗企業の取材インタビューを
行う。著書「中小企業の『事業承継』 はじめに読む本 」(す
ばる舎)、「永続企業の創り方10ヶ条」(平成出版)、 「社長引
退勧告」(幻冬舎) などがある。

千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

日 時

会 場

入場料

朝 食

万人幸福の栞
第十七条
せいじん しん げき

人生は神の演劇、
その主役は
己自身である

人生神劇

柏市倫理法人会

阿部 喜一
日章興（株） 代表取締役

千葉県倫理法人会 朝礼委員長
あ べ き いち

1968年　千葉県船橋市生まれ 船橋市育ち
【職歴】
日立SKC、BOLT-ON、第一興商、千葉中央市場 鮮魚、
西野医科、屋台村 望味略(もみじ)、最成病院 営繕、
回転寿司 おおまぐろ、和孝株式会社(建築・不動産管理】、
日章興株式会社(社名変更)会社分社化により賃貸管理専業、
インディアンモーターサイクル販売事業開始。
【倫理歴】
2018年7月入会、同年9月 後継者倫理塾 入塾
同年6月 後継者倫理塾 第21期生 会長拝命
2019年9月 八千代市倫理法人会 会長拝命
2020年9月 八千代市倫理法人会 会長拝命
2021年9月 千葉県倫理法人会県朝礼委員長拝命

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会 柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

第1830回

令和4年

2月8日（火）
AM6:00～7:00

2300キロの向う側2300キロの向う側
〈テーマ〉

〈講師〉 氏

経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー

モーニングセミナーに
参加した時、何かが
変わり始める！

モーニングセミナーに
参加した時、何かが
変わり始める！

入場は無料です。

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

場 所

入場料

朝 食

会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

万人幸福の栞
第一条

にち にち こう じつ

今日は最良の一日、
今は無二の好機

日々好日

第1831回 柏市倫理法人会

経営者モーニングセミナー
「凡事徹底の経営」

一般社団法人倫理研究所
法人局 参事 法人アドバイザー

やま さき さだ お

山﨑 貞雄 氏
株式会社ニッコー 会長

日 時 2月15日
令和4年

火
ザ・クレストホテル柏 ［柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分］

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

講 

師

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

講話

入場は無料です。会員でない方もぜひご参加ください。

◎終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
　ご希望の方は受付でお申込ください。
　（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

AM 6:00
 ～ AM 7:00

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

 1997年6月、神奈川県大和市倫理法人会入会。大和市倫
理法人会会長、神奈川県倫理法人会普及拡大副委員長、幹
事長、会長、大和市倫理法人会相談役を歴任。2007年9月
より神奈川県倫理法人会の相談役。1999年、法人レク
チャラー、2003年、倫理経営インストラクター取得、
2007年、法人スーパーバイザー、2012年、上級インスト
ラクター取得、2014年、参事、法人アドバイザーに就任。
【事業内容】冷凍食品の製造卸
（餃子・シューマイ・豆腐団子・中華丼・各種コロッケ類・お
弁当商材など各種）
「自分の家族に安心して食べさせられる食品を！！」を
モットーに化学調味料・保存料を一切使用せず、国産農産
物を主原料に新鮮・安全・ヘルシーを常に守り、お客様へ
提供しています。
〔セールスポイント〕
常に前向き、何事にもプラス思考で積極的。
〔生活信条〕
人のいやがる事を自ら率先し、人の喜ぶことを実行する。

万人幸福の栞
第ニ条

く なん ふく もん

苦難は幸福の門

苦難福門

秋山 浩保 氏秋山 浩保 氏

第1832回 柏市倫理法人会第1832回 柏市倫理法人会
市
長
職
　
年
の
回
顧

市
長
職
　
年
の
回
顧

経営者モーニングセミナー
入場は無料です。

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

場 所

入場料

朝 食
会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

AM 6:00 ～ AM 7:00
2月22日（火）

令和4年

平成4年3月
　筑波大学第三学群国際関係学類卒業
平成4年4月
　ベインアンドカンパニー入社
平成7年
　株式会社フォーシーズ常務取締役
平成9年以降
　経営コンサルタントとして、
　様々な会社の役員を歴任
平成21年11月21日～令和3年11月20日
　第６代 柏市長

あき やま ひろ やすあき やま ひろ やす

略歴
講
話

日 時

前柏市長前柏市長

◆マスクを着用してください。  ◆セルフ水はありません。 ◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

万人幸福の栞
第三条

うん めい じ しょう

運命は自らまねき、
境遇は自ら造る

運命自招

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

1212

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会東葛北地区事務局　　柏市東上町7-18柏商工会議所509
TEL. 04-7166-1687　FAX. 04-7166-1688　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

経営者モーニングセミナー

第1833回 柏市倫理法人会

「人の喜びは我が喜び」

いすみ市倫理法人会 会長
おか もと まさ かつ

なのはな鍼灸院 院長

岡本 昌克 氏
1955年3月 千葉県大多喜町の農家の三男として出生
1970年　県内電機会社内にある職業訓練校に入校
1973年　同社品質保証部門に配属　
 　  以来三十余年品質保証の技術業務に従事
2002年　大阪市の電子製品会社にて品質保証技術
 　  業務に従事
2003年　鍼灸専門学校に入校
　2006年　国家資格取得　なのはな鍼灸院開業
　　2015年10月　いすみ市倫理法人会へ入会
　　　2016年9月　同　幹事
　　　　2017年9月　同　事務長
　　　　　2019年9月　同　会長

講話

1日（火）令和4年 3月
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（朝食1000円 コーヒー300円）

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

万人幸福の栞
第四条

ばん しょう わが し

人は鏡、万象はわが師

万象我師

経営者モーニング
セミナー

丸山敏雄先生と中村天風先生の教えの特徴

柏市倫理法人会

第1834回
テーマ

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会 柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

参加費
無料

三井住友銀行定年退職
平成16年公益財団法人天風会入会
現在「中村天風研究会」世話人として
天風哲学を普及中。

中
村
天
風
研
究
会 

世
話
人

と

わ
た

し
ょ
う

え
い

砥
綿 

祥
栄
氏

日
時 3月8日

令和４年

AM6:00～AM7:00

会
場

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

朝
食

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

（火）

《3月自主企画》

万人幸福の栞　第五条
ふう ふ たい きょう

夫婦は一対の反射鏡
夫 婦 対 鏡

倫理共同体
モーニングセミナーに参加した時、何かが変わり始める！

テーマ
～チャレンジ＆エクスペリエンス～

経営者モーニングセミナー
柏市倫理法人会

第1835回

参加
無料 日時：令和４年3月15日       AM6:00～7:00

会場：ザ・クレストホテル柏

火

講師│佐川 貴
メットライフ生命保険 株式会社 シニアチーフ

千葉市中央区倫理法人会
専任幹事

Takashi Sagawa

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

朝
食

千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会 柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

昭和46年 横浜生まれ　千葉育ち　明治大学商学部卒業
職歴 1995年4月アサヒ飲料株式会社入社
 営業部(北陸3年、中部2年、東北1年、首都圏2年)
 本社人事総務部7年、2011年4月退社
 2011年5月メットライフアリコ入社（現メットライフ）
 2013年～2018年 MDRT会員　2022年現在に至る
その他 家業資産管理会社の役員
家族 妻（同い年）・子供なし・犬（犬種:ラブラドール）
趣味 ゴルフ・釣り・DJ（トラックづくり）・ビール
 ・華道（師範）
倫理歴 2013年5月千葉市中央区入会（紹介者:国吉晃甲）
 2014年9月副事務長 拝命～2015年8月
 2015年9月事務長拝命～2019年8月
 2019年9月県朝礼副委員長 拝命～2021年8月
 2021年9月専任幹事 拝命～現在に至る
栞 万象我師（自然は無上のわが師まずは自ら
 改め自分が変わればよい）
大切な人 意見を言ってくれる人

万人幸福の栞
第六条

し じょ ゆうめい

子は親の心を実演する
名優である

子女名優

3 22月 日

無料

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1  JR柏駅西口より徒歩２分

会員でない方もぜひご参加ください。

令和4年
AM6:00～7:00

（火）

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。 ◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会 千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

日 時

会 場

朝 食

入場料

〈テーマ〉

 なんのために なんのために
〈テーマ〉

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

柏市倫理法人会　第1836回　経営者モーニングセミナー

氏氏
かり しげ とかり こめこめ しげ と

君津市倫理法人会 会長君津市倫理法人会 会長

1977年生まれ　44歳
1995年5月 株式会社リホーム和光 入社
2005年8月 株式会社リホーム和光 退社
2005年7月 父が君津市倫理法人会に入会する
2005年9月～ 某メーカーのシステムバス
 施工士になる（個人事業主）
2011年7月 株式会社リホーム和光 再入社
2013年11月 株式会社リホーム和光
 代表取締役就任（２代目）
2015年9月～ 君津市倫理法人会モーニングセミナーに
 出席し始める（父の一言で）
2015年11月 幹事拝命
2016年9月～ 幹事・モーニングセミナー副委員長拝命
2017年9月～ 幹事・モーニングセミナー委員長拝命
2018年9月～ 専任幹事拝命
2020年9月～ 会長拝命（現在2期目）

講師プロフィール

万人幸福の栞
第七条
ぺいしっ しん ごう

肉体は精神の象徴、
病気は生活の赤信号

疾病信号

苅込 重人苅込 重人
株式会社リホーム和光 代表取締役株式会社リホーム和光 代表取締役



千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

ザ・クレストホテル柏会場
千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

柏市倫理法人会

いい時に
限って失敗する

第1837回
〈講話〉

令和4年

3 日
火曜日
月29

AM6:00～7:00

濵名 登喜彦氏

千葉県倫理法人会 東葛北地区 副地区長

株式会社STEPS 代表取締役社長

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

入場は無料です。入場料
会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。朝食
朝食1000円。コーヒーのみ300円。

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

経営者
モーニングセミナー

万人幸福の栞
第八条
ろうめい あい わ

明朗は健康の父、
愛和は幸福の母

明朗愛和

2006年 柏市中央倫理法人会入会
2008年 副事務長拝命
2009年 事務長
2011年 副専任幹事
2012年 専任幹事
2014年 会長
2017年 東葛北地区地区長
(２年間モーニングセミナー活動休止）
2021年 東葛北地区副地区長現在に至る

2006年 柏市中央倫理法人会入会
2008年 副事務長拝命
2009年 事務長
2011年 副専任幹事
2012年 専任幹事
2014年 会長
2017年 東葛北地区地区長
(２年間モーニングセミナー活動休止）
2021年 東葛北地区副地区長現在に至る

はな な と き ひこ 4 5月 日

無料
ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1  JR柏駅西口より徒歩２分

会員でない方もぜひご参加ください。

柏市倫理法人会　第1838回

経営者モーニングセミナー

講師プロフィール

一歩を踏み出せ
～ 一歩を踏み出せば未来は開ける ～

令和4年
AM6:00～7:00

（火）

◆マスクを着用してください。 
◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で
　体温をご記入ください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会 千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

日 時

会 場

朝 食

入場料

三澤 智 氏
千葉県議会議員／サン・テック（株）

み さわ さとし

館山市倫理法人会
キャリア･アドバイザー

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

〈講話〉

昭和29年生まれ。館山市船形(漁師町)育ち。
サン・テック(株)フェンス業。
50歳で独立。51歳で倫理法人会と出会う。

平成16年 会社設立
平成17年 倫理法人会入会
平成18年 館山市立船形小学校PTA会長
 館山市議会議員
平成25年 倫理法人会会長 千葉県議会議員

◎実践している10の事
1. 一分一秒でも明朗さを忘れない。
2. 気づいたら即実行する。
3. 「はい」の実践、先手の挨拶。
4. 多くの仕事を熱し成功を積み重ねる。
5. 愛情を持って人と接する。
6. 頼まれたことは期待以上に応える。
7. 公平無私、率先垂範。
8. 童心を持ち続け、純粋、正直でいる。
9. 相手を直そうとせず、自分が変わる。
10. たらいの水の例話。

◎夢・・・坂本龍馬のように日本を変えられるパイ
プ役になりたい。 【ともかく迷うな、悩むな】

◎倫理法人会に入会し良かった事
親孝行が出来た。　吃音が治った。
自信が持てた。　人が協力してくれる。
打つ手は無限と知る。

万人幸福の栞第九条は やく しっ
ぷく

約束を違えれば、己の幸を捨て他人の福を奪う

破約失福

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄 一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

AM6:00～AM7:00
ザ・クレストホテル柏
入場無料 終了後は講師を囲んで朝食懇談会。

（朝食1000円。コーヒー300円。）

AM6:00～AM7:00
ザ・クレストホテル柏
入場無料 終了後は講師を囲んで朝食懇談会。

（朝食1000円。コーヒー300円。）

千葉県倫理法人会 東葛北地区 地区長

（株）ネクストステージ　代表取締役
田中 大介 氏

あなたが無駄にした1日は彼らが生きたいと願った1日あなたが無駄にした1日は彼らが生きたいと願った1日
経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー
第1839回 柏市倫理法人会第1839回 柏市倫理法人会

千葉県倫理法人会 東葛北地区 地区長

（株）ネクストステージ　代表取締役
田中 大介 氏

講話

万人幸福の栞
第十条

きん ろう かん き

働きは最上の喜び

勤労歓喜

【プロフィール】
1977年生まれ
父 由夫（元千葉県議会議員、柏の葉倫理法人会初代会長）。
弟 一善（野田市倫理法人元会長）。
現在、株式会社ネクストステージ
（人材派遣業、従業員150名）代表取締役。
株式会社ネクストステップ
（物流請負業、従業員90名）代表取締役。
株式会社なのはな警備
（道路警備業、従業員110名）取締役。
株式会社キューアンドピー（不動産業）取締役。
株式会社ホップ
（就労継続支援A型事業所50名）代表取締役。
境総合サービス合同会社
（就労継続支援A型事業所20名）代表社員。
合同会社ツツジ（就労継続支援A型事業所40名）。
合同会社ジャンプ（障碍者相談支援事業)
(障碍者就労移行支援）代表社員。
合同会社ファーストステップ
（就労継続支援A型 代表社員40名）。
合同会社茨城なのはな警備（取締役 社員40名）。
合同会社インクル（放課後等デイサービス 社員10人）。
茨城県境町にて社会福祉協議会業務委託･海外人財の橋渡
し事業（小学校へのALT派遣事業、15名）。
障害者派遣事業･合同会社サンライズ（沖縄県）、就労継続支
援A型事業所農福連携事業。
千葉市、船橋市、茨城県石岡市、マンゴー畑、イチゴ畑、メダカ
の養殖場などなど。社員数500名 年商15億社数20社。

【プロフィール】
1977年生まれ
父 由夫（元千葉県議会議員、柏の葉倫理法人会初代会長）。
弟 一善（野田市倫理法人元会長）。
現在、株式会社ネクストステージ
（人材派遣業、従業員150名）代表取締役。
株式会社ネクストステップ
（物流請負業、従業員90名）代表取締役。
株式会社なのはな警備
（道路警備業、従業員110名）取締役。
株式会社キューアンドピー（不動産業）取締役。
株式会社ホップ
（就労継続支援A型事業所50名）代表取締役。
境総合サービス合同会社
（就労継続支援A型事業所20名）代表社員。
合同会社ツツジ（就労継続支援A型事業所40名）。
合同会社ジャンプ（障碍者相談支援事業)
(障碍者就労移行支援）代表社員。
合同会社ファーストステップ
（就労継続支援A型 代表社員40名）。
合同会社茨城なのはな警備（取締役 社員40名）。
合同会社インクル（放課後等デイサービス 社員10人）。
茨城県境町にて社会福祉協議会業務委託･海外人財の橋渡
し事業（小学校へのALT派遣事業、15名）。
障害者派遣事業･合同会社サンライズ（沖縄県）、就労継続支
援A型事業所農福連携事業。
千葉市、船橋市、茨城県石岡市、マンゴー畑、イチゴ畑、メダカ
の養殖場などなど。社員数500名 年商15億社数20社。

令和4年4月12日（火）令和4年4月12日（火）

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会東葛北地区事務局　　柏市東上町7-18柏商工会議所509
TEL. 04-7166-1687　FAX. 04-7166-1688　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー
《講話》《講話》

日 時

AM 6:00 ～ AM 7:00
４月19日（火）

令和４年

第1840回 柏市倫理法人会第1840回 柏市倫理法人会第1840回 柏市倫理法人会
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鶴
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鶴
川 
宗
弘 
氏

2011年4月 倫理研究所入所
 富士倫理学苑入学（2013年3月修了）
2013年 教育センター教務部 配属
 個人・法人会員組織のセミナー運営にあたる
2014年4月 法人局 教育業務部 企画室 配属
 全国後継者倫理塾の運営･指導を担当
2014年9月 法人局 普及事業部 首都圏方面担当研究員
2015年8月 法人局 教育業務部　
2017年8月 法人局 普及事業部 首都圏方面担当研究員
2019年8月 法人局 普及事業部 九州・沖縄方面研究員
…現在に至る

【経歴】
2011年4月 倫理研究所入所
 富士倫理学苑入学（2013年3月修了）
2013年 教育センター教務部 配属
 個人・法人会員組織のセミナー運営にあたる
2014年4月 法人局 教育業務部 企画室 配属
 全国後継者倫理塾の運営･指導を担当
2014年9月 法人局 普及事業部 首都圏方面担当研究員
2015年8月 法人局 教育業務部　
2017年8月 法人局 普及事業部 首都圏方面担当研究員
2019年8月 法人局 普及事業部 九州・沖縄方面研究員
…現在に至る

【経歴】

つ
る

か
わ

む
ね

ひ
ろ

入場は無料です。

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

場 所

入場料

朝 食

会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

万人幸福の栞
第十一条

ばん ぶつ せい せい

物はこれを
生かす人に集まる

万物生々
千葉県倫理法人会

歴代県会長が語る倫理の真髄

経営者モーニングセミナー
26日（火）令和4年 4月

AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（朝食1000円 コーヒー300円）

第1841回 柏市倫理法人会

「人」の大切さ「人」の大切さ

柏市倫理法人会 会員

ホームサポート代表

いな ば さと し

稲葉 諭史 氏
住宅専門Web集客コンサルタント
三井のリハウス、スターツグループ等で勤務後
独立。Web集客セミナー講師。
業界誌 住宅新報、「ひと」コーナーに掲載、営業
向け連載執筆。
1970年石川県金沢市生まれ、千葉県柏市育ち
　（田中幼稚園・田中小・田中中）。
　趣味：サッカー観戦、水泳。

講話

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

一般社団法人　倫理研究所

千葉県倫理法人会東葛北地区事務局　　柏市東上町7-18柏商工会議所509
TEL. 04-7166-1687　FAX. 04-7166-1688　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会 柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　Webは「柏市倫理法人会」で検索できます。

万人幸福の栞
第十二条

しゃ が とく ぜん

得るは捨つるにあり
捨我得全

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー
第1842回　柏市倫理法人会第1842回　柏市倫理法人会

《5月自主企画》《5月自主企画》 会員スピーチ会員スピーチ

3日（火）令和4年 5月
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後はホテルのレストランで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（　　　　　）

3日（火）令和4年 5月
AM6:00～AM7:00

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

万人幸福の栞
第十三条

はん し しん しゅう

本を忘れず、
末を乱さず

反始慎終

今回のモーニングセミナーは、5月自主企画として
参加者全員に会員スピーチをしていただきます。
今回のモーニングセミナーは、5月自主企画として
参加者全員に会員スピーチをしていただきます。

朝食1000円
コーヒー300円

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後はホテルのレストランで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（　　　　　）朝食1000円

コーヒー300円

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

一般社団法人倫理研究所　
法人局 参事  名誉法人アドバイザー

小野寺 明美 氏

「事業成就の目標」「事業成就の目標」
経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー

一般社団法人倫理研究所　
法人局 参事  名誉法人アドバイザー

小野寺 明美 氏

講話

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

第1843回 柏市倫理法人会第1843回 柏市倫理法人会

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

10令和4年 5月
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。 （　　　　　 ）

10令和4年 5月
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏　入場無料
終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。 （　　　　　 ）

1981年12月、横浜北地区妙蓮寺実践部（現家庭倫理の
会）に入会。1982年より支舎婦人部長、実践部・地区・支
所婦人部長を歴任。その後青年担当指導員を経て、1994
年より生涯局派遣講師に就任。　1982年7月、神奈川県
横浜市鶴見倫理法人会入会。2005年より法人スーパー
バイザー、2008年倫理経営上級インストラクター、
2009年、参事、2010年、法人アドバイザー、2021年
名誉法人アドバイザー就任。

万人幸福の栞
第十四条

しん そく たい よう

希望は心の
太陽である

心即太陽

お の でら あけ み

日（火）日（火）

朝食1000円
コーヒー300円
朝食1000円
コーヒー300円

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

令和3年5月17日（火）
AM6:00～AM7:00
ザ・クレストホテル柏

入場無料
終了後は講師を囲んで朝食懇談会。

ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒー300円。）

令和3年5月17日（火）
AM6:00～AM7:00
ザ・クレストホテル柏

入場無料
終了後は講師を囲んで朝食懇談会。

ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒー300円。）

千葉県倫理法人会 研修副委員長

経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー
第1844回 柏市倫理法人会第1844回 柏市倫理法人会

千葉県倫理法人会 研修副委員長

（有）メディカルマーチン 取締役（有）メディカルマーチン 取締役

講
話 更なる出発、共に歩こう Ver.2更なる出発、共に歩こう Ver.2

と かわ まさ ひろ

◆マスクを着用してください。 ◆セルフ水はありません。
◆ホテル入口で検温し、受付で体温をご記入ください。

【プロフィール】
県立商業高校卒業後、住宅設備会社に就職しその後、住
宅関連会社や不動産の営業をする。
2000年8月有限会社メディカルマーチン設立。
高齢者、障がい者向け介護サービスを提供。
事業所数：11事業所
従業員：正社員52名、パート78名、合計130名

【倫理歴】
2016年8月 東金市倫理法人会入会
2017年9月 東金市倫理法人会幹事および
 朝礼委員長を拝命（2期）
2019年9月 東金市倫理法人会事務長を拝命（2期）
2021年9月 東金市倫理法人会副会長を拝命
2021年9月 千葉県倫理法人会研修副委員長を拝命

十川 正啓 氏十川 正啓 氏

万人幸福の栞　第十五条
しん せい ばん じ

信ずれば成り、憂えれば崩れる
信 成 万 事

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会 柏市倫理法人会
一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会 柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　Webは「柏市倫理法人会」で検索できます。
千葉県倫理法人会 事務局　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　Webは「柏市倫理法人会」で検索できます。 千葉県倫理法人会

歴代県会長が語る倫理の真髄

5 24月 日

無料
ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1  JR柏駅西口より徒歩２分

会員でない方もぜひご参加ください。

柏市倫理法人会　第1845回

経営者モーニングセミナー

講師プロフィール

感謝の心と
  倫理の実践

令和4年
AM6:00～7:00

（火）

◆マスクを着用してください。 
◆ホテル入口で検温してください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286
Webは「柏市倫理法人会」で検索できます。

日 時

会 場

朝 食

入場料

浦田 昇氏
（株）サポートサービス 相談役
未来サポートサービス 代表

うら た のぼる
東葛倫理法人会 幹事

出身：三重県伊勢市近郊
地元の高校卒業後、親の大反対を受けながら
上京、某大学の法学部、法律学科をアルバイト
をして卒業。20年間生命保険会社に勤務。
安定収入を捨て独立企業。
人生の厳しい試練を乗り越え、
現在は、（株）サポートサービス 相談役（妻が
代表取締役）、未来サポートサービス 代表。

〈講話〉

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

万人幸福の栞第十六条
きゅう

きそん
じん

己を尊び人に及ぼす

尊己及人

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄



5 31月 日

無料

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1
JR柏駅西口より徒歩２分

会員でない方も
ぜひご参加ください。

令和4年

AM6:00～7:00
（火）

◆マスクを着用してください。
◆ホテル入口で検温してください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会

氏浅野 洋一
株式会社 大東　代表取締役

あさ の よう いち

一般社団法人倫理研究所　
法人局　法人スーパーバイザー　

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

〈講話〉二代目の心得と倫理実践
経営者モーニングセミナー

第1846回  柏市倫理法人会

【個人プロフィール】
家族　父・妻・長女（横浜の中高講師 品川在住）・
長男（2018年4月 弊社入社 松戸市在住）
1955年7月 茨城県土浦市生（一円玉と同じ）。
1967年 父独立により松戸市へ転居
1978年3月 千葉工業大学 工業化学科卒 落語 
 研究会所属
1978年4月 ㈱大東 営業部 千葉営業所入社
1982年8月 ㈱タナカ電算課 ２年間出向 プロ 
 グラマー・ＳＥに
1983年12月 取締役企画部長～専務取締役
2002年12月 代表取締役社長に（初の富士研）
【倫理歴】
1986年 松戸市倫理法人会 父が入会
 （法人局　副参事 89歳）
1989年 滝口長太郎氏との出会い 担当委 
 員長として松戸青年会議所例会の 
 講演を頂く
2004年 松戸市中央倫理法人会入会 幹事、 
 副会長、相談役
2010年 平成23～24年度 第９代 松戸市 
 中央倫理法人会 会長 法人レク  
 チャラー
2015年 第13代 千葉県倫理法人会 会長  
 経営インストラクター　
2018年 31年度　法人スーパーバイザー

千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286
Webは「柏市倫理法人会」で検索できます。

日 時

会 場

入場料

朝 食

万人幸福の栞
第十七条
せいじん しん げき

人生は神の演劇、
その主役は
己自身である

人生神劇
千葉県倫理法人会

歴代県会長が語る倫理の真髄

3年

◆マスクを着用してください。 ◆ホテル入口で検温してください。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会 千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

藤本 定明氏
株式会社ゲンキの平和堂
リサイクルモールみっけ
取締役ＢＯＳＳ

ふじ もと さだ あき

一般社団法人倫理研究所
法人局 参事 法人アドバイザー

経営者
モーニ

ングセ
ミナー第184

7回
柏市倫理法人会

長太郎さんと出合って35年
なぜ今、倫理経営なのか！

〈講話〉

72022. 6
AM6:00～7:00 （火）

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1
JR柏駅西口より徒歩２分

1944年 滋賀県出身
1986年 11月、柏市倫理法人会入会
1996年 柏市倫理法人会会長
2002年 千葉県倫理法人会幹事長
2009年 千葉県倫理法人会会長
1997年 法人レクチャラー
2001年 倫理経営インストラクター
2004年 法人スーバーバイザー
2014年 法人アドバイザー

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

入場料 朝 食入場料 朝 食
会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

入場は無料です。

万人幸福の栞第一条にち にち こう じつ

今日は最良の一日、今は無二の好機　

日々好日

〔業種〕リサイクル事業　地球環境の視野に立ち『使わなく
なった良いものだけを、使いたい人への橋渡しでお役に立ち
ます』を目指しております。柏市最大の売場で、お客様の立場
になって考え行動しております。家電製品・古着・ブランド品・
貴金属・ギフト他
〔経営理念〕　全従業員の物心両面の幸福を追求し企業価値を
高め地域環境に貢献します。
〔倫理との出会い〕　滝口長太郎氏との出会いと金子春子先生
の倫理指導により感動的好転！
〔生活信条（モットー）〕　百聞、百見は一験にしかず　やって
みよう！

式典：15時　講演：15時30分　祝賀会：16時45分

○ 講演会のみ入場は無料です。（会員でない方もぜひご参加ください。）
○ 式典・講演会・祝賀会に参加される方は会費10,000円です。

ハート柏迎賓館 柏市柏233-1　Tel.04-7163-1111
JR柏駅東口より送迎バス7分

令和４年6月11日（土）日 時

会場

入場料

会社名　　　　　　　　　　　　　　　 お名前　　　　　　　　　　　　　　　

□ 式典･講演会･祝賀会に参加（会費10,000円）　□ 講演会のみ参加（無料）

柏市倫理法人会【創立35周年記念講演 令和4年6月11日（土）】参加申込書　申込期限6月4日（土）

Fax 04-7148-7389（神野）

〈テーマ〉

創立35周年記念講演
柏市倫理法人会

千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102 Tel. 047-334-2145
Webは「柏市倫理法人会」で検索できます。

氏徳江 秀雄
とく え ひで お

一般社団法人倫理研究所　
名誉研究員

1980年　社団法人倫理研究所に入所
1982年　法人開発局配属
1997年　生涯開発局西部部長
2008年　理事に就任、生涯局普及開発部部長を担当
2012年　常任理事に就任、生涯局局長
2020年9月　生涯局 相談役　
2020年11月　名誉研究員　
現在に至る

生き抜く力生き抜く力

◎新型コロナ感染対策に配慮して開催します。入場時の検温、飲食時以外のマスク着用をお願いします。

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

受付：14時30分

M
orning Sem

inar 
M
orning Sem

inar 
M
orning Sem

inar 
M
orning Sem

inar 
M
orning Sem

inar 
M
orning Sem

inar 
M
orning Sem

inar 

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

《講話》

柏市倫理
法人会

入場は無料です。
ザ・クレストホテル柏場 所

日 時

入場料

朝 食 終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

AM 6:00 ～ AM 7:00
6月14日（火）
令和4年

千葉市稲毛区倫理法人会 副会長

前島 孝夫 氏

自分を知り、
 倫理実践で
  得意を磨く

自分を知り、
 倫理実践で
  得意を磨く

まえ じま たか お

◆マスクを着用してください。 ◆ホテル入口で検温してください。

有限会社 前島デザイン　代表取締役

【プロフィール】
1960年 千葉県佐原市（現：香取市）で生まれる。
1963年頃、親戚が経営する印刷会社をたより
千葉市内に移る。
1970年  【父】印刷会社退職後、
 前島デザインセンター創業。
1973年   (有)前島デザイン設立。
1983年 大学卒業後、(株)ＣＳＫ入社（現：ＳＣＳＫ）
1986年 父が交通事故により半年以上入院。
 会社を継ぐことになる。
1987年 (株)ＣＳＫ退社後、(有)前島デザイン入社。
1988年 結婚、代表取締役就任。
1989年 長女誕生。
1991年 長男誕生。
2005年 父他界 享年79歳。
2020年 前島デザイン創業50周年。
【倫理歴】
2010年 千葉市稲毛区倫理法人会入会。
副専任幹事、専任幹事、会長、相談役、副会長を歴任。
2015年 県レクチャラー拝命。
2020年 法人レクチャラー拝命。

第1848回

経営者モーニングセミナー
第1848回

経営者モーニングセミナー
Morning Seminar for proprietor

万人幸福の栞
第ニ条

く なん ふく もん

苦難は幸福の門

苦難福門

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

第1849回 柏市倫理法人会

経営者モーニングセミナー
徳福一致の経営

船橋市倫理法人会 会長
しら ぬま たかし

白沼  崇 氏
（株）ＳＰＥＳ  代表取締役

日 時 6月21日
令和4年

火
ザ・クレストホテル柏 ［柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分］

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会 柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　Webは「柏市倫理法人会」で検索できます。

講 

師

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

講話

入場は無料です。会員でない方もぜひご参加ください。

◎終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
　ご希望の方は受付でお申込ください。
　（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

AM 6:00
 ～ AM 7:00

◆マスクを着用してください。
◆ホテル入口で検温してください。

1977年10月生まれ。現在44歳。
はり師・きゅう師免許を取得後、21歳で國手塾グループ
に入社。田中一邦氏に師事する。26歳で柔道整復師免許
を取得し、同時にグループ内整骨院の院長に就任。その
後、他３店舗の院長を歴任し、國手塾グループの統括、塾
長として24店舗の整骨院運営と120人の社員のマネジ
メントを経験し、グループ内の人財育成に注力する。
2014年9月に株式会社ＳＰＥＳを創業し、現在４店舗の
鍼灸整骨院を経営する。創業５年間で退職者１名。業界異
例の離職率を誇る。創業当時に倫理法人会入会。”人づく
り”をテーマに、８年間の倫理経営実践の成果をお伝えし
ます。
【倫理歴】
2014年 船橋市倫理法人会入会・幹事拝命
2016年 船橋市倫理法人会副専任幹事拝命
2018年 船橋市倫理法人会専任幹事拝命
2019年 県レクチャラー拝命
2020年 船橋市倫理法人会　第18代会長拝命

万人幸福の栞
第三条

うん めい じ しょう

運命は自らまねき、
境遇は自ら造る

運命自招

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

入場は無料です。
ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

AM 6:00 ～ AM 7:00
6月28日（火）日 時

場 所

入場料

朝 食

会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

第1850回

経営者
モーニング
セミナー
柏市倫理法人会

柏市倫理法人会 副事務長

田中 敏文 氏田中 敏文 氏
柏市倫理法人会 副事務長

《講話》

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会 柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　Webは「柏市倫理法人会」で検索できます。

インボイス
制度について
《講話》
インボイス
制度について

万人幸福の栞
第四条

ばん しょう わが し

人は鏡、万象はわが師

万象我師

◆マスクを着用してください。　◆ホテル入口で検温してください。

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

◆プロフィール◆
1954年生まれ。出身地は北海道。
大原簿記学校で財務諸表論の講師をしていました。
その後、1985年に税理士として開業しています。
1993年に有限会社加賀計算センターを設立後、
2018年に税理士法人サニタスを設立、
現在に至ってます。

◆プロフィール◆
1954年生まれ。出身地は北海道。
大原簿記学校で財務諸表論の講師をしていました。
その後、1985年に税理士として開業しています。
1993年に有限会社加賀計算センターを設立後、
2018年に税理士法人サニタスを設立、
現在に至ってます。

令和4年

た なか とし ふみた なか とし ふみ

入場は無料です。

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

場 所

入場料

朝 食

会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会 柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　Webは「柏市倫理法人会」で検索できます。
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AM 6:00 ～ AM 7:00
7月5日（火）

日 時 令和4年

【プロフィール】
昭和22年生まれ
昭和46年4月 日高通信設立
昭和53年7月 アイシン共聴開発(株)設立
昭和61年10月 埼玉営業所
平成3年9月 千葉営業所
平成13年6月 西東京市本社移転
【倫理歴】
平成9年4月 杉並区倫理法人会 入会
平成14年8月 東村山市準 入会 会長
平成15年7月 東村山市正法人会
平成16年9月 東京都副幹事長
 法人レクチャラー
平成17年6月 小平市開設委員長
平成18年7月 新宿区準開設副委員長
 倫理経営インストラクター
平成21年9月 東京都倫理法人会 会長
平成23年9月 東京都倫理法人会 相談役
平成28年9月 法人スーパーバイザー
平成29年9月　法人アドバイザー

第1851回 柏市倫理法人会第1851回 柏市倫理法人会第1851回 柏市倫理法人会

《講話》《講話》出会いに感謝出会いに感謝

◆マスクを着用してください。  ◆ホテル入口で検温してください。

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

万人幸福の栞
第五条

ふう ふ たい きょう

夫婦は一対の反射鏡

夫婦対鏡

経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会 柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会  事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

入場は無料です。

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

場 所

入場料

朝 食

会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

万人幸福の栞
第六条

し じょ ゆうめい

子は親の心を実演する
名優である

子女名優

◆ホテル入口で検温してください。
◆マスクを着用してください。

柏市倫理法人会柏市倫理法人会

加藤 正芳
松戸市倫理法人会 会長

加藤ぶどう園 園主

第1852回

令和4年

7月12日（火）
AM6:00～7:00

〈講師〉

氏

経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー

モーニングセミナーに参加した時、何かが変わり始める！モーニングセミナーに参加した時、何かが変わり始める！

加藤 正芳
松戸市倫理法人会 会長

加藤ぶどう園 園主

〈講師〉

氏

か とう まさ よし

脱サラリーマンから見た
農業経営と事業承継
脱サラリーマンから見た
農業経営と事業承継

1974年生まれの47歳。
江戸時代（1782年）に祖先が武蔵国河越（今
の川越市）より松戸に開拓者として移り住ん
できて、240年。私が数えて9代目になります。
現業は、父の代より加藤ぶどう園という観光
農園を営んでおり今期で44年目。私は2代目
にあたります。大学卒業後は、会社員として旅
行代理店・損害保険で17年間を過ごし、刺激
的な日々を送りました。
今回は、実家に戻ってゆっくりセカンドライフ
と称して楽しく残りの人生を謳歌しようと思っ
ていたのもつかの間、やっぱり世の中そんな
に甘くないなぁ…。という私の体験談とこれか
らについての話をさせて頂きます。

ProfileProfile

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　Webは「柏市倫理法人会」で検索できます。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　Webは「柏市倫理法人会」で検索できます。

令和4年7月19日（火）
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏

入場無料
終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒー300円。）

令和4年7月19日（火）
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏

入場無料
終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒー300円。）

第一生命保険（株）新浦安営業オフィス
チーフエキスパートデザイナー 

中村 陽子 氏

希望は心の太陽である希望は心の太陽である
経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー
第1853回 柏市倫理法人会第1853回 柏市倫理法人会

浦安市倫理法人会 幹事浦安市倫理法人会 幹事
なか むら よう こ

第一生命保険（株）新浦安営業オフィス
チーフエキスパートデザイナー 

中村 陽子 氏

講話

【プロフィール】
広島で生まれ育ち、結婚を機に上京、息子が3歳の
時に第一生命に入社。
離婚、息子の不登校、仕事、お金、人間関係の苦難に
直面しそんな中倫理法人会に入会。倫理法人会で
学んでいく中で全ての原因は自分にあった、困難
を乗り越え続けて来れたのは倫理を学び実践し続
けているからである。

◆マスクを着用してください。 
◆ホテル入口で検温してください。

万人幸福の栞
第七条
ぺいしっ しん ごう

肉体は精神の象徴、
病気は生活の赤信号

疾病信号
千葉県倫理法人会

歴代県会長が語る倫理の真髄



一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　Webは「柏市倫理法人会」で検索できます。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　　Webは「柏市倫理法人会」で検索できます。

令和4年7月26日（火）
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏

入場無料
終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒー300円。）

令和4年7月26日（火）
AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏

入場無料
終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒー300円。）

株式会社エルコピア 代表取締役

江川 さとみ 氏

経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー
第1854回 柏市倫理法人会第1854回 柏市倫理法人会 《7月自主企画》《7月自主企画》

株式会社エルコピア 代表取締役

江川 さとみ 氏

講話「人を更に活かす考え方」「人を更に活かす考え方」
え がわ

【プロフィール】
2015年株式会社エルコピア設立、代表取締役
企業の従業員のカウンセリング、キャリアアップ支
援、教育、研修。職場での問題課題解決のサポート、定
着支援、ハラスメント相談。また国の指定就業支援民
間校の生徒達の、キャリアコンサルティング。

国家資格キャリアコンサルタント
ハラスメント相談員　心理カウンセラー
メタ認知、アサーティブトレーニングトレーナー

趣味　YouTube(さとみっちゅーぶ)やってます！
　　　筋トレ、ボディコンバッド

◆マスクを着用してください。 
◆ホテル入口で検温してください。万人幸福の栞

第八条
ろうめい あい わ

明朗は健康の父、
愛和は幸福の母

明朗愛和
千葉県倫理法人会

歴代県会長が語る倫理の真髄

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

ザ・クレストホテル柏会場
千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

柏市倫理法人会

倫理を学ぶと、人が
集まり顧客が増えた！

第1855回
〈講話〉

令和4年

8 日
火曜日
月 2

AM6:00～7:00

堀 朋幸氏

松戸市倫理法人会 副会長

株式会社ネオ・ゼロ 代表取締役

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-102
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

入場は無料です。入場料
会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。朝食
朝食1000円。コーヒーのみ300円。

◆マスクを着用してください。 ◆ホテル入口で検温してください。

経営者
モーニングセミナー

万人幸福の栞
第九条
やくは しっ ぷく

約束を違えれば、己の幸を
捨て他人の福を奪う

破約失福

ほり とも ゆき

1963年3月生まれの59歳 南紀白浜(和歌山県)で高校を卒業し、
18歳で上京。1981年4月東京都葛飾区新小岩の美容室で20年修
行　（その間５店舗の立ち上げを手掛ける）。2001年39歳で独立
(松戸市二十世紀が丘に1号店オープン)。 現在 松戸市に美容室 5店

女、巻石地災被　年2102。）定予舗店１うも内年（ 舗店1 ェフカ 舗
川の仮設住宅で延べ２５０名のカットイベント開催。

2017年8月　松戸市倫理法人会入会（金川俊
一社長福岡県倫理に2002年に誘われMS初参
加）。2018年 松戸優良企業大賞 最優秀賞。
2021年 千葉県 千葉ちから 受賞。 2021年 7
月「松戸で小さなサロンを経営する私が、日本の
美容界を変えられる理由(わけ)」出版(幻冬舎)。 
2021年 健康経営優良法人 認定。
2022年 健康経営優良法人 認定 (2期目)。 

1963年3月生まれの59歳 南紀白浜(和歌山県)で高校を卒業し、
18歳で上京。1981年4月東京都葛飾区新小岩の美容室で20年修
行　（その間５店舗の立ち上げを手掛ける）。2001年39歳で独立
(松戸市二十世紀が丘に1号店オープン)。 現在 松戸市に美容室 5店

女、巻石地災被　年2102。）定予舗店１うも内年（ 舗店1 ェフカ 舗
川の仮設住宅で延べ２５０名のカットイベント開催。

2017年8月　松戸市倫理法人会入会（金川俊
一社長福岡県倫理に2002年に誘われMS初参
加）。2018年 松戸優良企業大賞 最優秀賞。
2021年 千葉県 千葉ちから 受賞。 2021年 7
月「松戸で小さなサロンを経営する私が、日本の
美容界を変えられる理由(わけ)」出版(幻冬舎)。 
2021年 健康経営優良法人 認定。
2022年 健康経営優良法人 認定 (2期目)。 

経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー
《講話》《講話》

日 時

AM 6:00 ～ AM 7:00
8月9日（火）
令和4年

第1856回 柏市倫理法人会第1856回 柏市倫理法人会第1856回 柏市倫理法人会

実践の急所実践の急所
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【経歴】
1985(昭和60)年 福岡県出身
2014年4月 倫理研究所 入所 富士倫理学苑入学
 （2015年8月修了）　
2016年8月 生涯局普及開発部　西日本担当
2019年8月 生涯局普及開発部　東日本担当
2020年8月 生涯局普及開発部　研究員
2021年8月 法人局普及事業部　首都圏方面研究員
 …現在に至る　　

【経歴】

さ
る

わ
た
り

の
ぞ
み

入場は無料です。

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1　JR柏駅西口より徒歩２分

場 所

入場料

朝 食

会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会  柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　Webは「柏市倫理法人会」で検索できます。

◆マスクを着用してください。  ◆ホテル入口で検温してください。

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

万人幸福の栞
第十条

きん ろう かん き

働きは最上の喜び

勤労歓喜

柏市倫理法人会 会員各位

納涼会2022

会社名　　　　　　　　　　　　　　　 お名前　　　　　　　　　　　　　　　

□参加　　　□不参加　　　　　計　　　　名

【柏市倫理法人会 納涼会2022】参加申込書（先着30名で締切ます）

Fax 04-7148-7389（神野）
お問合せ：小倉宏庸 090-8344-6994　　神野忠彦 090-2678-6697

《ご案内》 納涼会2022《ご案内》

令和4年6月吉日令和4年6月吉日柏市倫理法人会 会員各位

会長　小倉宏庸会長　小倉宏庸

令和4年8月9日（火）

会 場

日 時

参加費

令和4年8月9日（火）
18時00分開宴　20時00分終了18時00分開宴　20時00分終了

◎下記の参加申込書に出欠をご記入の上、
　8月5日（金）までにご返答をお願い申し上げます。
◎下記の参加申込書に出欠をご記入の上、
　8月5日（金）までにご返答をお願い申し上げます。

3,000円

柏ビール 柏市柏5-8－15　TEL. 04-7199-7774 (営業時間内のみ）

アクセス：柏駅東口から徒歩約15分。旧水戸街道で国道16号の手前。

申し込み先着
30名限定！

※会場の都合により
申し込み先着
30名限定！

※会場の都合により

今年は３年ぶりに納涼会を開催します。
親睦を深め、さらに有意義な倫理活動を行っていきましょう。

皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げます。

今年は３年ぶりに納涼会を開催します。
親睦を深め、さらに有意義な倫理活動を行っていきましょう。

皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げます。

8 16月 日

無料

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1  JR柏駅西口より徒歩２分

会員でない方もぜひご参加ください。

令和4年
AM6:00～7:00

（火）

◆マスクを着用してください。◆ホテル入口で検温してください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

日時 会場

入場料朝食

柏市倫理法人会　第1857回

経営者モーニングセミナー

一日一冊
  読書日記

青木 一男
青木建設株式会社　代表取締役

あお き かず お

柏市倫理法人会
幹事・キャリアアドバイザー

［倫理経歴]
平成18年9月（46歳） 柏市倫理法人会入会
平成19年9月（47歳） 柏市倫理法人会副会長
平成20年6月　　　　　 県レクチャラー
平成20年9月（48歳） 柏市倫理法人会専任幹事
平成22年9月（50歳） 柏市倫理法人会幹事
平成24年9月（52歳） 柏市倫理法人会 第13代会長
平成25年9月（53歳） 法人レクチャラー
平成26年9　（54歳） 柏市倫理法人会相談役

平成28年9月（56歳） 柏市倫理法人会幹事・
　　　　　　　　　　 キャリアアドバイザー
［主な役職]
柏商工会議所 常議員 建設業部会副部会長・
　　　　　　 会員増強委員会副委員長
職業訓練法人 柏地区共同職業訓練協会会長
特定非営利活動法人かしわ環境ステーション 理事長
柏公益活動団体 かしわ地域防災エコネット 代表
一般財団法人明治神宮崇敬会柏支部支部長

～18年継続、
   100万アクセス～

一般社団法人　倫理研究所

柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286

万人幸福の栞
第十一条

ばん ぶつ せい せい

物はこれを生かす人に集まる
万 物 生 々

氏

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

一般社団法人　倫理研究所

倫理法人会　柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局　　〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286　ホームページは「柏市倫理法人会」で検索できます。

AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏
入場無料 終了後は講師を囲んで朝食懇談会。

（朝食1000円。コーヒー300円。）

AM6:00～AM7:00

ザ・クレストホテル柏
入場無料 終了後は講師を囲んで朝食懇談会。

（朝食1000円。コーヒー300円。）

東金市倫理法人会 事務長

ＶＩＡ株式会社　取締役
猪崎 紀人 氏

ジェットコースター人生を止めろ！ジェットコースター人生を止めろ！
経営者モーニングセミナー経営者モーニングセミナー
第1858回 柏市倫理法人会第1858回 柏市倫理法人会

東金市倫理法人会 事務長

ＶＩＡ株式会社　取締役

い ざき とし ひと

猪崎 紀人 氏

講話

万人幸福の栞
第十二条

しゃ が とく ぜん

得るは捨つるにあり

捨我得全

【倫理歴】
2019年4月 東金市倫理法人会 入会
2020年1月 富士研 初参加
2021年1月 房総中央地区 広報委員長
2021年9月 東金市倫理法人会 MS 委員
2021年9月 東金市倫理法人会 事務長
2022年1月　県レクチャラー
【職歴】
 1981年4月 株式会社ビジネスオートメーションセンター 
入社。キーパンチサービスの会社で、初めは配送のバイトで
入社しました。
1983年12月 エヌピーキヤノン事務機株式会社 入社。
キヤノンのコピー機の新規開拓営業として入社しましたが、
その後「システムランド」というカラーコピーサービスを中心
としたグラフィックデザイナー向けサービスショップを任せて
頂きました。
2006年2月 東洋美術印刷株式会社 入社。印刷会社でオ
ンデマンド印刷やマーケティングの仕事をやらせていただき
ま した。
2009年7月 プリージングビズ株式会社 起業。制作会社
として起業しました。

の起業でした。
2014年2月 株式会社陽幸社 入社。20名くらいの印刷会
社で再起しました。
2019年3月 休眠会社だったVIA株式会社を引き継ぎ、
現在に至る。

【倫理歴】
2019年4月 東金市倫理法人会 入会
2020年1月 富士研 初参加
2021年1月 房総中央地区 広報委員長
2021年9月 東金市倫理法人会 MS 委員
2021年9月 東金市倫理法人会 事務長
2022年1月　県レクチャラー
【職歴】
 1981年4月 株式会社ビジネスオートメーションセンター 
入社。キーパンチサービスの会社で、初めは配送のバイトで
入社しました。
1983年12月 エヌピーキヤノン事務機株式会社 入社。
キヤノンのコピー機の新規開拓営業として入社しましたが、
その後「システムランド」というカラーコピーサービスを中心
としたグラフィックデザイナー向けサービスショップを任せて
頂きました。
2006年2月 東洋美術印刷株式会社 入社。印刷会社でオ
ンデマンド印刷やマーケティングの仕事をやらせていただき
ま した。
2009年7月 プリージングビズ株式会社 起業。制作会社
として起業しました。

の起業でした。
2014年2月 株式会社陽幸社 入社。20名くらいの印刷会
社で再起しました。
2019年3月 休眠会社だったVIA株式会社を引き継ぎ、
現在に至る。

令和4年8月23日（火）令和4年8月23日（火）

◆マスクを着用してください。 ◆ホテル入口で検温して入ください。

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

3年

朝倉 猛 氏
立山工業（株）　代表取締役社長（三代目）

あさ くら たけし

千葉市花見川区倫理法人会　会長

経営者
モーニ

ングセ
ミナー第185

9回
柏市倫理法人会

会長を拝命しての気づき〈講話〉

302022. 8
AM6:00～7:00 （火）

ザ・クレストホテル柏
千葉県柏市末広町14-1
JR柏駅西口より徒歩２分

経歴 １９８８年４月　法政大学第二高等学校入学（運命自招の始まり）
 １９９１年４月　法政大学工学部入学
 １９９５年４月　法政大学大学院進学
 １９９７年４月　佐藤工業株式会社入社（ゼネコン、ＡＳフリューゲルス）
 ２００３年６月　立山工業株式会社入社（家業）
 ２０１６年６月　立山工業株式会社　代表取締役社長就任（３代目）
倫理歴 ２０１５年３月　千葉市花見川区　入会
 ２０１７年９月　千葉市花見川区　幹事
 ２０１８年９月　千葉市花見川区　専任幹事
 ２０１９年９月　千葉市花見川区　会長（令和２年度～４年度）
 ２０２０年９月　川崎市北　入会

プ
ロ
フ

ル

入場料 朝 食入場料 朝 食
会員でない方もぜひご参加ください。

終了後は講師を囲んで朝食懇談会。
ご希望の方は受付でお申込ください。
（朝食1000円。コーヒーのみ300円。）

入場は無料です。

万人幸福の栞第十三条はん し しん しゅう

本を忘れず、末を乱さず

反始慎終

千葉県倫理法人会
歴代県会長が語る倫理の真髄

◆マスクを着用してください。◆ホテル入口で検温してください。

一般社団法人　倫理研究所

柏市倫理法人会
千葉県倫理法人会 事務局
〒273-0033 船橋市本郷町460-1-101
Tel. 047-334-2145  Fax. 047-336-9286
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