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宮城県倫理法人会会報 ラポール

※rapport（ラポール）：フランス語。人と人との間がなごやかな心の通い合った状態であること。
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令和３年度宮城県倫理法人会 活動基本方針
①単会の現状把握と個別目標を設定する
②県内一の経営者団体を目指す体制を作るための役職者教育の充実を図る
③事務局運営の効率化を図る
④会費未納ゼロを目指す
⑤新宮城５ヶ年計画を策定し、3000社体制を確立する

宮城県倫理法人会 活動理念
１．倫理経営を通して活力ある企業を創る
２．倫理運動を通して明るく豊かな地域社会を創る
３．倫理活動を通して未来を担う新進気鋭の人材を創出する

ご挨拶

「心の道場で免疫力を上げよう」

あけましておめでとうございます。
昨年は、
『100 年に一度の厄災』であると言われた、新型コロナウイルス感染症（以下、
コロナという）に全世界が震撼し、多くの感染者と死者を出しました。
また、世界経済も大打撃を受け、コロナ・ショックと称された一年でした。昨年暮れ、
考えられない速さでワクチン開発が進み、既に他国で接種が始まり、日本では、今年
の前半にも接種が始まると言われておりましたが、１日も早いコロナの終息を願って
いるところです。
昨年開催を予定されていた、東京オリンピック、パラリンピックですが、コロナの
蔓延により、今年に延期となりましたが、コロナが終息すれば、東京オリンピック、
パラリンピックが開催され、世界の人々に美しく清潔な日本を見ていただき、そしてまた、東日本大
震災の時、雪降る中を並んで待つ、という宮沢賢治の DNA を持った愚直な東北人の心にも触れてほし
いと思っています。
今年は丑年です。過去には人類初の宇宙飛行が実現するなど、画期的で革新的な出来事があった年
だそうです。我慢の年、とも言われますが、人類がコロナに耐えに耐え、克服した後、希望に満ちた
一年になる、と予告しているようです。
宮城県倫理法人会では、昨年、コロナにより活動自粛を余儀なくされ、モーニングセミナーを始め、
倫理経営講演会等、数々の行事が中止になりましたが、その後、閉塞感を打破するため、各単会では
会員の皆様のご協力のもとに知恵を出し合い、
【心の道場】であるモーニングセミナーを再開することが
出来ました。
会場での朝６時から 7 時までの 1 時間は心の道場です。我々は、何事にも工夫して、そして注意深く
辺りに配慮しながら、モーニングセミナーに参加し、挨拶、清掃などの実践を積み重ね、自分を磨き高め、
免疫力を上げて自分の廻りも巻き込み、一緒に強くなっていきましょう。

◆日時 ： 令和２年11月19日（木）12時～
◆場所 ：登米市 若鮨

じんわりと秋の日差しのありがたさ

圭

夜明け前静かに沈む十五夜に
一
お疲れ様と手を合わせたよ
三戸部志信

二
両手に感じて窓辺楽しむ
苫米地

草むしり夏の大汗嘘のよう
三
秋空高くモクセイ香る
青野宏光

令和２年 11 月度 しきなみ短歌会
仙南法人支苑 歌会詠草
◆日時 ： 令和２年11月19日（木）18時～
◆場所 ： 岩沼中央公民館第五会議室
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短 歌 県・しきなみ短歌会

令和２年 11 月度しきなみ短歌会
宮城法人支苑 歌会詠草

しきなみ短歌だより

しろがね ころも

及川善祐

夕映えに身を焦がしたる吾妻山

白 銀の 衣 溶けて流るも

修

子も巣立ち親を看取りて二人きり

日下
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三
笑い声弾む今の幸せ

ありがとうボランティアで繋がるは
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いつの日も季節巡れば目に浮かぶ
四
あなたを詠うしきなみの夕
橋本誠一

五
青木宣幸
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熱い友情と筋肉痛も

あけましておめでとうございます。
昨年はコロナ禍の影響から接触の機会が薄
れ、
たくさんの会員皆様とのご縁が切れた形
になり非常に残念な年末になりました。
また
不要不急の外出や大勢での会合、
会食等の密
な接触が長い間制限され続けられると、
これ
までの全ての仕事が選別をされているよう
にも感じ、
先行きに不安が残ります。
しかし今年度は新５ヶ年計画のスタート
の年です。
毎月のラポールの表紙を飾る扇会
長のスローガン
「新しい宮城の基盤を構築」
をすべく、
掲げた５つの活動方針を強力に推
進し、
全20単会が目標を遂行いただけるよう
に、
県役員も側面より元気よくサポートをし
てまいりますので、
皆様のお力添えをよろし
くお願いいたします。

味覚の秋食べられないのか好物の
秋刀魚塩焼き高すぎだって
小松久昭

新年は安寧な年であることを信じて

四

①社名 株式会社千葉自動車
②業種 自動車販売
④健康法 犬の散歩
眠くなったら寝る

母植えし真っ赤なドレスの彼岸花
五
秋の日差しを浴びて咲きおり
佐々木弘子

幹事長 年頭のご挨拶

宮城県 千 葉 幸 嗣
幹 事 長

第１回普及拡大委員会

Rapport

◆日時：令和２年10月22日（木）12：00 ～ 16：00
◆場所：茂庭荘 ◆参加人数：64名

県・普及拡大

年度

令和

３

宮城県倫理法人会

宮城県倫理法人会の行事・各委員会

県

昼食交流会の後、出席者全員が個性光る自己紹介。一気に場が和みました。年
度方針説明では、①「5 カ年計画の基盤づくり」という流れに沿うこと、②「明るく
楽しく雰囲気よく」をモットーとすること、③県目標 2650 社達成は、各単会が
目標どおりに動くことで、無理なく達成できる数字であること、の 3 点をお伝え
しました。
保坂副会長からは会長、専任幹事の役割について、高橋研修委員長からはオリ
エンテーションの重要性について、それぞれ熱く語っていただきました。
「普及拡大シナリオ＆決意発表」では、事前作成済の工夫を凝らしたポスターの
具体的な取り組みや考え方などを紹介していただきました。ビジュアルのクオリ
ティは年々向上してきているのを感じますし、すでに取り組みを実施して結果が
出ている報告もあり、頼もしく感じました。一方で、具体策や具体数、具体的な
日程があやふやな単会も一部あり、今後の活動を注意深く見守っていきたいと感
（宮城県倫理法人会 普及拡大委員長 長谷川嘉宏）
じました。

第１回広報委員会

◆日時：令和２年10月23日（金）16：00 ～ 17：00
◆場所：県事務局セミナールーム ◆参加人数：20名

県・広報

年度

令和

３

10 月 23 日 ( 金 )、県セミナールームに於いて各単会広報委員長の皆様のご出席のもと、
今年度第一回目の広報委員会が開催されました ( 総勢 20 名 )。冒頭、橋本副幹事長より
開会のごあいさつを頂き、同時に広報活動の意義や広報委員の役割をご説明頂きました。
続いて出席者全員が自己紹介を行いその後議事へと入りました。今年度の活動方針の徹
底後、年間スケ ジュールの確認、HP の運用上の留意点などをあらためて確認致しました。
また、今年度よりリニューアルされた県 HP について、橋本副幹事長よりその詳細をご
説明頂き全員で確認致しました。更に、私たち広報委員がいかに HP のアクセス数を上げ、
今後の普及活動に繋げていくか、また他に追加したいコンテンツはあるかなど、活発な
意見交換がなされました。 最後に、それぞれが広報活動を行っていく上で抱えている課
題や疑問、要望等を出して頂き、全員で共有し、第一回広報委員会を終了しました。お
忙しい中、ご参加頂きました皆様に感謝申し上げます。
※宮城県倫理法人会ホームページ https://rinri-miyagi.com/
（宮城県倫理法人会

早坂光則）

親睦芋煮会

県・親睦

年度

令和

３

広報委員長

◆日時：令和２年10月24日（土）11：30 ～ 14：30
◆場所：茂庭荘 ◆参加人数：33名

大人 31 名、子供 2 名の参加で茂庭荘にて実施。扇功会長の凛と
して、それでいて温もりの感じられるご挨拶のあと千葉幸嗣幹事長
の乾杯、仙台風芋煮と BBQ にて親睦芋煮会が始まりました。
受付と同時に、気仙沼市の蔵元、株式会社角星様よりご協賛頂い
た日本酒「水鳥記」の利き酒を行い、16 名が参加、４種の日本酒の
味の違いに挑戦。利き酒の運営にあたっては登米市の西城順子会員
の全面協力を頂きました。
千葉幸嗣幹事長のご配慮で、参加者全員から自己紹介と一言挨拶
を頂き、親睦がより深まりました。新型コロナ対策上、芋煮と BBQ
の調理と給仕は石巻市・大崎市・仙台宮城野・仙台太白の各親睦委
員長等が行い安全にかつ和やかに芋煮と BBQ を楽しんで頂きまし
た。
午後１時、
利き酒コンテスト結果の発表。
正解者には賞品として
「水
鳥記４合瓶」を贈呈、大いに盛り上がりました。午後２時に堀内一春
副会長の中締めにて終了。ご参加頂いた皆様、各単会親睦委員長の
皆様に心より感謝申し上げます。
（宮城県倫理法人会

第１回青年委員会

富田純一）

◆日時：令和２年10月28日（金）16：00 ～ 17：00
◆場所：県事務局セミナールーム ◆参加人数：18名

県・青年

年度

令和

３

親睦委員長

阿部康平県青年委員長の元今年度の青年委員会の活動方針及び具体的な活動を青年委
員会で共有しました。具体的な活動項目としては青年委員会を年 2 回開催（10 月 28 日、
３月 25 日）倫理経営トークセッションを 2 回開催（12/16 水、6/3 木）。第一回目の講
師を野口敬県倫理法人会副幹事長にスピーカーをお願します。
世界的なコロナ禍により様々な業種が多大な影響を受け、苦難に直面している若手経
営者も少なくありません。青年委員会は若手経営者と先輩経営者卒塾生が直接的に事業
のアドバイスを話し合える場を作り、それを通して経営塾への参加者拡大を図り、倫理
経営を実践する強い経営者を育成するための場を醸成したいと考えております。
各単会青年委員の中でも倫理経営塾卒塾生にも協力して頂き、魅力ある青年委員会に
（宮城県倫理法人会 青年副委員長 石井岳朗）
いたします。
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宮城県倫理法人会幹事長・単会会長ご挨拶

倫理法人会

倫理法人会

新年明けましておめでとうございます。昨年中は
会員の皆様にモーニングセミナーをはじめ、様々な
活動にご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。昨
年から続くコロナ禍において、会社の経営に大変ご
苦労されている企業も少なくないと思います。こん
な時こそ、倫理の学びを伝えることが大事だと思い
ます。仙台中央は今年度基本方針である「倫理の学
びと実践」を通して、元気な職場づくりを実現して
いきたいと思います。役員の皆様と共に組織力の向
上をはかり、益々魅力ある仙台中央を目指します。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

有坂信彦
①株式会社有坂会計
②税理士
③ゴルフ・スポーツ観戦
④ウェイトトレーニング

仙

南

①株式会社ケンオート
②自動車販売修理
③登山
④カーレースをする事

大

倫理法人会

あけましておめでとう御座います。
輝かしい新年をお迎えの事とお喜び申し上げます。
さて、つい一年前に感じていた常識が大きく覆り、
それぞれ大小はあれど様々な修正が求められた一年
だったのではないかとお察しします。しかし、この様
な時を経験させて頂いた事により日常当たり前の多く
の事柄に対して改めて感謝する機会を頂く事が出来ま
した。そしてさらに、倫理の教えがこれほど大切な学
びであるという事をこの経験に気付かされました。変
える必要があるものは変え、そして不変の生活法則、
純粋倫理の学びを深め、新しい仲間作りを進め、今年
も皆様とより良い一年としていきたいと考えておりま
す。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

小原健一

崎 「もっと大崎 これからも大崎」居心地のいい実践を共に

倫理法人会

中村信一郎

①ナカリ株式会社
②米穀全般（製造・販売）
③ゴルフ・飲酒（主に飲み放題）
④ファスティング
（プチ断食）

明けましておめでとうございます。私たち大崎倫
理法人会は、昨年 9 月の新年度のスタートに当たり、
タイトルの”運営理念”を掲げて活動を行って参りま
した。年明け以降においてもこの”運営理念”を念頭
に役員一同、一丸となって活動して参る所存です。
私たち倫理法人会の仲間は”学びの友のネットワー
ク”でもあり、会員同士の交流は、倫理法人会の活
動に止まらず、公私共に時代の変化に適応すること
によって”アップデート”していくことが求められて
います。そのアップデートの為の”学びの場”、”自分
磨きの場”の提供を、年明け以降も企画し実践して
参りたいと考えております。今年も活動への参加及
びご協力を宜しくお願い申し上げます。

気仙沼市 新年のご挨拶
倫理法人会

牧野正久
①株式会社マキノ運輸
②運送業
③ツーリング
④軽いウォーキング

①㈱ビデオプラザ神奈川
②映像制作
③ギター
④剣道
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①株式会社及善商店
②水産練り製品製造業
③ドライブ・旅行
④そぞろ歩き

笑顔の一年に！
新年あけましておめでとうございます。
昨年は世界中が
暗い雰囲気に包まれ、希望を持てない年でした。今年はそ
の困難に打ち勝ち皆が笑顔で毎日過ごすことができる年
になるでしょう。
リモートワークやスクリーンで仕切られ
てあまりとれなかったコミュニケーションも、
後れを取り
戻すよう皆で一緒に楽しい時間を共有しましょう。
今年は
丑年！牛のようにゆっくりでも確実に大地にしっかりと
足を付けた経営をしていきたいと思います。
コロナのせい
で大変だったことはたくさんありましたが、
その困難に打
ち勝った暁には一回りも二回りも成長した私たちになっ
ているはずです。
この経験を無駄にせず新しい時代を皆で
作りましょう。
今年は皆で笑って過ごせる年になりますよ
うに！今年も宜しくお願い致します。

初志貫徹
明けましておめでとうございます。昨年は新型コ
ロナウィルス感染という困難を極めた年になりま
した。令和3年こそは感染克服を目指し、安全で平穏
な日常を回復するために倫友一丸となり、明朗・愛
和・喜働という心のベクトルを揃えて、対処の実践
を重ねて参りましょう。あらゆる苦難を受けとめ前
を向き、心身ともに健全な企業倫理経営の実現に向
かって邁進いたしましょう。今こそ倫理の真骨頂を
発揮する時と存じます。
「信成万事」信ずれば成りま
す。窮すれば通ずです。皆様方の新年の輝かしいス
タートの心意気が一年を貫き、各企業様と各ご家庭
の弥栄が成就される年になりますことを祈念申し
上げます。

千賀の浦 輝く未来へ
倫理法人会

吉岡克訓
①松島一望料理店
和食・めん処 誉旨
②飲食業
③始めたばかりのゴルフ
④笑いと睡眠

倫理法人会

新年あけましておめでとうございます。
昨年は、コロナウイルスにより会員皆様方におか
れましては大変な年でありました。今年も勢いが衰
えず不安な日々をお過ごしの事と思います。
今年は必ずコロナに対するワクチン、治療薬が出
回ると信じています。
また元の様な経済の回復を信じて新年に向けて
邁進していきましょう。
皆様のご健勝ご多幸をお祈り申し上げ新年のご
挨拶とさせていただきます。

佐々木弘子
①ブライダル倶楽部 陽だまり
②結婚相談室
③歴史・文学散歩
④感謝の生活を送ること

新年あけましておめでとうございます。会員の皆様
におかれましては希望に満ちた新年をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。本来であれば盛大に年明けを
祝いたいところではありますが新型コロナウィルス
の影響は今もなお収まりそうにありません。しかしな
がら「こんな時だからこそ」我々が日々学んでいる純粋
倫理をフル活用して自分の心に向き合い国難と言わ
れる現代を力強く生き抜いていこうじゃありません
か！そして地域の希望となり本当に信頼出来る仲間
を増やし、より良い宮城県にしていこうじゃありませ
んか！我々が輝き続ける事で未来を照らして参りま
しょう！末筆になりましたが皆様方のご健勝とご発
展をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

新春を寿ぎお慶び申し上げます
明けましておめでとうございます。昨年は、思いもしな
いコロナ禍の中で、人との絆の大切さを、心の在り方を考
えさせられました。特に仙台泉倫理法人会を担って頂い
てます会員の皆様におかれましては、大切なお一人お一
人でいらっしゃいまして在籍を頂いてますことに感謝申
し上げます。皆さんの職場とそのご家族がコロナ禍を乗
り越え、明るく笑顔に満ちたお幸せな一年であります様
願っております。
新たな年、丑年は、また参加したくなるような感動の
MSを目指し、若手経営者や女性経営者を増強し活気ある
仲間作り、人材育成に力を注いで参ります。心を一つにし
て、明るく元気な単会チーム泉の基盤作りに邁進して参
ります。どうぞこの一年もご指導、ご協力を宜しくお願い
申し上げます。会員の皆様の益々のご健勝とご繁栄を、心
より祈念申し上げます。

仙台宮城野 新しい時代のスタート
倫理法人会

倫友の皆様、
明けましておめでとうございます。
「今年は、
誰もが最も良い年でありますように」
と祈り
ます。
しかし私たちには、10年に一度の想像もしない
事がおきました。
大震災、
今のコロナ禍。
様々なかたち
で企業経営に影響がでています。
今我々経営者にとって必要なものは、何でしょう
か？うろたえない心構え。動じない姿勢。苦難を乗り
越える力を養う。
この様な時代だからこそ備えななけ
ればなりません。
若林倫理法人会は、
皆さんと共に学
び手を取りあってこの難局を乗り越えていきます。
毎週水曜日朝6時 ホテルメルパルク仙台でお待ち
しております。！

Rapport

及川善祐

仙台泉

仙台若林 明日に向かって撃て！
倫理法人会

髙橋謙二

①株式会社友善商事
②自動車部品販売卸
③旅行
④寝ること

登米市

新年にあたり

倫理法人会

小笠原博美

年頭のご挨拶

石巻市

仙台中央 新年のご挨拶
www.rinri-miyagi.com/

東海林薫
① merciful-life 株式会社
②保険代理店
③バイク、読書、映画
④美味しくて食べて
飲んで笑う
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あけましておめでとうございます。早いもので令
和となってもう三年になりました。便利で快適な生
活に慣れ切った現代人にとって、シャットダウンや
ソーシャルディスタンス、自粛規制等々極めて不便
に感じるものばかりの日々ですが、本来の生活に
戻っている面もあると言えます。かつて私たちは生
まれ育った地に足を着け、地元で働き子を育てその
土地の経済を回し特に便利でもなく、かといって大
きな不満もなく、ほどほどに衣食住を満たし生活し
てきました。新しい生活様式、新しい価値観が謳われ
るこの新たな時代に
「温故知新」を心に、逆に元から
私たちが長きにわたり大切にしてきた価値観を再認
識し、
「足るを知る」
時代になったのだと思います。
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掲載内容
単会名
Photo

氏

名

①社名
②業種
③趣味
④健康法

後藤達也
①農事組合法人 ゆめ工房小坂
②農業
③草刈り
④お米を食べる事

さくら
倫理法人会

伊藤雅英
①株式会社アステム
②製造業（ビル空調
用付属機器）
③ドライブ
④散歩

仙台青葉 変革の時代における実践・自己革新の学びの場
宮城県倫理法人会 Rapport
倫理法人会

新年にあたり、ご挨拶させていただきます。会員の皆
様におかれましては、よき新年をお迎えの事と思いま
す。仙台太白倫理法人会は今年度設立20周年記念式典
を行います。設立当初からお世話になっている数多く
の皆様方への感謝を込めて開催すべく準備を進めてお
ります。先人達が話し合い、思いを礎に設立して下さ
り、その時を重ねながら、倫友の仲間作りをして参りま
した。時代が変化しても倫理の基本を忘れず仲間と“学
び”
“実践”を行っていきたいと思っています。仙台太白
倫理法人会は今年も一年間皆様のお力を頂きながら、
一歩、一歩確実に元気で明るい単会でがんばっていき
ますので、本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

①楽しいストレスケアサロン
②ストレスケアと健康増進
③食べ歩き
④ストレッチ

倫理法人会

新年明けましておめでとうございます。皆様にお
かれましては穏やかなお正月をお迎えのこととお喜
び申し上げます。令和3年度より会長を拝命いたしま
した。コロナ禍の中、各種行事が思うようにいかず苦
労しておりますが、
さくらの今年度の活動基本方針は
「
「明朗・愛和・喜働」の実践により、経営者の自己革新
を図る」としております。まずは、朝起き・明るい挨拶
の実践を通して
「MS」の参加者を常時20社以上にし
て、会の活性化を図り、また、
「経営者の集い」
「倫理経
営基礎講座」
「倫理経営講演会」により、倫理の良さを
伝えて楽しい仲間づくりを広げてまいります。
本年も
明るく元気に活動してまいりますので、
どうぞ宜しく
お願い申し上げます。

明けましておめでとうございます。皆様には、ご家族
とともにつつがなく新年をお迎えのこととお喜び申し
上げます。昨年はコロナ禍での不自由な生活を余儀なく
され、戸惑うことの多かった一年でした。それでも倫理
を学ぶ私たちには、けして暗くならずに明るく生活する
知恵がありました。そして、互いを励まし支えあう仲間
に助けられながら踏ん張ってこれました。これからも、
どんなことが起こっても、未来に希望を持ち明るくたく
ましく過ごしながら、共に学びあう仲間を増やしてまい
りましょう。私たちが明るく過ごすことが、宮城を日本
を、そして世界を明るく元気にすることにつながると信
じて。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

白石蔵王 新年のご挨拶
倫理法人会

宮崎行生
①有限会社斎藤工業
②建設業（土木）
③バイク 映画鑑賞
④散歩

仙台長町
倫理法人会

柴田

充

①㈱柴田建設工業
②建設業
③旅行
④寝ること

進

①社会保険労務士法人アンビシャス
②社会保険労務士
③バイクツーリング
④筋トレ

佐藤

茂

①AIG損害保険株式会社
②保険業
③少年野球
④スポーツジム

仙台東

新年あけましておめでとうございます。会員の皆様におか
れましては希望に満ちた輝かしい新春をお迎えのこととお慶
び申し上げます。また、日頃より倫理法人会の活動に対し深
いご理解とご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
さて、昨年はコロナ一色の１年となりました。
「あたりまえ」
にできていたことが「あたりまえ」でなくなりました。まさし
く「苦難」の１年ではなかったでしょうか。１日でも早い終息
を祈ります。さて、くりはら倫理法人会は昨年九月より新体
制になり会長を拝受いたしました。会長スローガンを「地域
に必要とされる経済団体を目指す」としています。３年100
社計画の初年度です。今年は丑年、先を急がず一歩一歩着実
に物事を進めることが大切な年又黙々と目の前の自分の仕事
をこなすことが将来の成功につながります。今年も、県役員、
他単会の皆様には御協力の程よろしくお願い致します。今年
もくりはら倫理法人会を宜しくお願い致します。

令和３年(2021年)を迎えて

倫理法人会

松本卓司
①株式会社マイド
②保険代理業・住宅ローン取り扱い・
警備システム取り扱い
③下手くそゴルフ・自動車旅行・様々な物の収集
④ゴルフ・食事制限・悩まない・怒らない

新年あけましておめでとうございます、穏やかな新
年をお迎えの事と思います。さて昨年は今まで誰も経
験した事がない新型コロナウィルス感染症の発生と
拡大で大変な一年でした、今まで通用していた事が通
用しなくなり多くの方が肉体的・精神的・経済的にダ
メージを受けました。残念な事に当会もコロナを理由
に退会された会員がたくさんいます、
「会員ファース
ト」
を掲げ
「入会して良かったなと思える会」
「会員が辞
めない会」を目標として活動してきましたがちっとも
達成出来ておりません。今年はwithコロナを踏まえな
がら目標達成を目指します、
達成には役員・会員皆さん
のお力添えが必要です。どうぞ昨年以上にご尽力いた
だけます様お願い致します。

仙台はせくら 繋ぐ
倫理法人会

新年、明けましておめでとうございます。本年も
どうぞよろしくお願いします。また日頃より倫理法
人会の活動に対し深いご理解とご協力を賜りまし
て誠にありがとうございます。さて昨年度は新型
コロナウイルスにより、様々な苦境にたたされまし
た。白石蔵王もその猛威の爪痕が未だに癒えており
ません。しかしながら、指をくわえて見ていては、何
も変わりません。新たな生活スタイルに順応し、困
難を共に乗り越えていきましょう。今年の干支のよ
うに力強く 一歩 一歩 100社復帰を目指します
のでどうぞよろしくお願いします。丑年最高！年男
宮崎でした。

千葉政三
①㈱みずき
②造園業・飲食業
③旅行
④愛犬との散歩

あさひな

年頭のご挨拶

倫理法人会

新年あけましておめでとうございます。令和３年
度より仙台長町倫理法人会会長を拝命いたしました
柴田充と申します。昨年はコロナウイルス感染拡大
の影響により様々な活動に制限が生じる中、感染拡
大防止、新たなスタイルへのご理解ご協力をいただ
き感謝申し上げます。本年はコロナウイルス感染症
の収束を切に願いつつ、倫友の皆様と共に希望に満
ちた一年を過ごしていきたいと考えております。
「長
町発⇒仙台・日本の活力の源泉になろう」
の令和３年
度仙台長町倫理法人会スローガンのもと、
明るく・楽
しく・仲良く活動してまいりたいと思いますので、
本
年もどうぞよろしくお願いいたします。

Rapport

新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては穏やかな新年をお迎えのこととお
慶び申し上げます。
今年度は「変革の時代における実践・自己革新の学びの
場とし、宮城の基盤企業となる」をスローガンに掲げ活動
しております。以前から改革・革新の重要性が高まってい
ましたが、新型コロナが現れたことによってその必要性
がリアルに目の前に現れました。この様な未知の変化の
時代だからこそ、自己革新や倫理経営を求める人たちが
増え、それを学べる場としてのモーニングセミナーがと
ても貴重な場となると考えています。また、当会の活動も
新たなものを取り入れながら革新を図っていく所存で
す。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

くりはら 新年のご挨拶

2021 年を迎えて

仙台広瀬 明朗愛和で喜びの一年に
倫理法人会

佐藤志保子

經澤

宮城県倫理法人会幹事長・単会会長ご挨拶

二〇単会会長

仙台太白 年頭にあたり
倫理法人会

小川宗寿
①㈱テクニカルサービス
②運送業、保育園経営
③映画鑑賞・ゴルフ
④体を動かす事
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謹んで新春をお祝い申し上げます。
旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうござい
ました。
皆様におかれましては、
健やかに新春をおむか
えのことと お慶び申し上げます。
昨年は、
未曾有のコ
ロナ過に於いて、ステイホーム・自粛・三密回避と生活
スタイルに変化が生じました。
その様な中、
前を見据え
て前進できたのは、倫理法人会での学びと倫友の仲間
のお陰だと改めて実感しております。仙台はせくら倫
理法人会は10年後の仙台経済界を担う人材・会社とな
る。
これを目的に掲げ学んでおります。
明朗・愛和・喜働
の実践をし、更なる心の経営を目指していきたいと思
います。本年も変わらぬご愛顧のほど心よりお願い申
し上げます。

新年を迎えるにあたって
謹んで新年をお祝い申し上げます。旧年中はあさひな
倫理法人会に対し、県役員、他単会の皆様より格別のご
指導やご助言を賜り、誠にありがとうございました。
おかげさまであさひな倫理法人会も誕生３年目へ突
入することができました。会員自らの新たな発想や意見
を取り入れながら会員拡充へ尽力いたします。新たに取
り組んでいる「ゴミ拾い清掃活動」や非会員様を迎えて
の「ビジネスランチ会」を通して、会員社業PR など、相互
の情報交換を活発にし、これまでにはなかなか難しいと
されていたことにも果敢に挑戦し、あさひな倫理法人会
らしさを演出していくこととします。 結びに 私事 会長
職仕上げの年として年男である自分へ戒めと目標達成
のため努力いたします。
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宮城県倫理法人会の行事・単位法人会

単 会

www.rinri-miyagi.com/

仙台泉倫理法人会

100人ハイブリッドモーニングセミナー
ゲスト講師に歌手で講演家の木山裕策さま
をお迎えして会場での参加と YOUTUBE の
生配信を駆使して開催しました。当日は会場
の最大 250 人収容人数をコロナ対策として
90 名以下と制限して、講師も関東在住の方
だったので綿密に打ち合わせをしたうえで講
師の自宅からの YOUTUBE 配信という形で
開催させて頂きました。リクルート社員時代
の苦労して住宅情報誌を立ち上げたエピソー
ドやそのタイミングで甲状腺ガンを発症して
医師から声が出なくなる可能性があると宣告

された時に自分の使命は歌手活動をすること
だと気づき苦労の末歌手への転身そこから紅
白出場の栄光と現在のコロナウィルス状況下
での活動中止。そこから今何が出来るかを考
えた末での YOUTUBE 活動、自ら TV 制作
会社への売り込みと止まることなき実践の
数々を優しい話声と素晴らしい歌声を交えな
がら会場を盛り上げていただきました。参加
者からの喜びの声が内容の良さを表すいい時
間となりました。
（仙台泉倫理法人会

仙台宮城野倫理法人会

笑いで免疫力アップ、ヤセ騎士のお笑いナイトショー

MS 委員長

佐藤建治）

◆日時：令和２年 12 月４日
（金）
◆場所：スタジオ 1951

12 月 4 日金曜日、新座志木倫理法人会会長ダイエットインストラクター
お笑いタレントのヤセ騎士氏をスペシャルゲストに迎えてクリスマスパー
ティーを開催。テレビ出演時のウラ話や健康に関する豆知識等、お笑いネ
タ満載でショーをして頂きました。コロナ禍の中、企画や準備に奔走した
役員、参加されたゲスト、会員、他単会の方々、ならびに色鮮やかな手作
り料理やテーブルコーディネートを提供してくださった方へ感謝申し上げ
ます。ソーシャルディスタンスを保ちながら、日本全国の倫友から取り寄
せた豪華倫理グルメ争奪じゃんけん大会を行い、大変好評でした。
会食参加等には抵抗がまだあるとは思いますが、感染対策等を十分に行
い、ゲストと会員との交流を図ることが出来ました。
（仙台宮城野倫理法人会

んり
倫理りの
達
人

シリーズ

加藤 俊徳

たつじん

オンラインゲーム

82 紹介

会員の趣味、特技。
我社の取り組みや、

倫理の実践
をご紹介します。

経営者の集い

開催日

仙台広瀬倫理法人会

日野 清隆 MS 委員長

事務長

趣味

読書と酒

仙台中央倫理法人会
青年委員

遠 藤

護

アップロード
（自動車販売業）

アップロードでは自動車販売をツールとし
て車のある人生を楽しんで頂く提案をする
ことを目的としています。
入会し 9 ヵ月。何事も気持ちよくハイ！と
実践するようにしてから、全ての出来事が
好転していくことをハッキリ実感します。
それと物や道具を大切に綺麗に整える実践
です。自身、クルマ、店、自宅を磨いてい
ます。お陰で家族仲良く健康で商売も順調
です。喜んで働くと感性が高まる等、実践
の即効性を伝えたいと感じています。

時間

場

所

けんめいに働くことは逆に楽しむ
時と思いながら実践しております。

倫友

単会名

大場政利）

新型コロナ禍の中で、我々は様々な変化を強
いられています。緊急事態宣言の頃にはWEB
モーニングセミナー開催となり、私はZOOM
運用を担当しておりました。会場開催に戻っ
た今は感染症対策の徹底を心掛けています。
今後も状況にあわせた対応で、安心・安全な倫
理活動を支えて参ります。

全ての出来事が好転していく
ことをハッキリ実感します。

会員

The Master
of Rinri

広報委員長

さくら倫理法人会

趣味

6

◆日時：令和２年 11 月 11 日
（水）
◆場所：仙台ヒルズホテル一階大会場アルゴ

MS委員長としてコロナ禍でどのような社
会変化がおこってもモーニングセミナーを
“持続・継続していく”事が倫理の学びに繋
がると考えております。
ひろりんのみんなが“おだててくれる”ので
コロナ禍でも頑張れてます。

仙南倫理法人会
会員

佐 藤

プルデンシャル生命保険㈱
（生命保険）

オーダーメイドで一生涯の担当者が寄り添う、
一人一人が安心し納得する生命保険を一緒に
なってお作りします！！
現在、仕事が中々しづらい状況の中ではあ
りますが、
『勤労歓喜』と言う教えがあるよ
うに、只今ついている仕事を悟り、けんめ
いに働く事は逆に楽しむ時だと思いながら
実践しております。

テーマ

仙 台 太 白 １月18日 18:30～ パレスへいあん 良い人との出会いの場は倫理から
倫理的にポストコロナを考えること
気 仙 沼 市 １月19日 18:30～ ホテル一景閣
若鮨本館
コロナ禍における倫理経営とは ―「万人幸福の栞」と共に考える―
登 米 市 １月25日 18:30～
苦難との向き合い方と運
仙 台 泉 １月26日 19:00～ 仙台市泉区中央市民センター
先祖の徳
あ さ ひ な １月27日 18:30～ ベルサンピアみやぎ泉
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講

法人レクチャラー
法人レクチャラー
法人レクチャラー
法人レクチャラー
法人レクチャラー

師

武田 博志
小島長五郎
佐藤 美幸
内山 義隆
佐藤 英夫

様
様
様
様
様

宮 倫 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

宮城県倫理法人会
１月８日（木）15：00 ～ 16：30

ラポール次号案内

■２月号
（Vol.351）

１月８日（木）17：00 ～ 18：45

単 会 記 事 仙台青葉 く り は ら 仙 台 東

「第320回定例役員会」 「令和３年度 理事長研修」

仙台はせくら あさひな

【会場】ホテルメルパルク仙台

【会場】ホテルメルパルク仙台

倫理の達人 白石蔵王 仙 台 長 町

※ 対象者：県役職者、単会二役

※ 対象者：県役職者、単会役職者

会 員 紹 介 千賀の浦 仙 台 泉

県委員会の行事予定

倫理経営講演会

しきなみ短歌会

仙台宮城野倫理法人会主催

１月21日（木）16：00 ～

テーマ

「１月例歌会」
（仙南との合同）

経済力を磨く

講師 倫理研究所 東海・北陸方面副方面長

蔦本 真人

【会場】茂庭荘
日下 修
世話役

※対象者：しきなみ短歌会員
＊見学のみでも大歓迎＊

広報委員会

１月29日（金）18:30 ～

仙台市戦災復興記念館

１月８日締切

新型コロナウイルス
感染症の拡大状況な
どにより、今後開催予
定の行事につきまし
て中止となる場合が
ありますので、あらか
じめお知らせいたし
ます。なお、詳細は各
単会へ直接お問い合
わせください。

単位法人会の行事予定
①仙台中央倫理法人会

⑧仙台泉倫理法人会

倫理経営基礎講座 １ 月13日
18:30 エル・パーク仙台
役
員
会 １ 月14日
7:45 ホテルメルパルク仙台
駅 前 清 掃 １ 月17日
6:00
仙台駅西口
Ｄ Ｖ Ｄ 研 修 １ 月23日
7:00 県事務局セミナールーム
朝 礼 研 修 会 １ 月25日
18:30 シルバーセンター
事務局 TEL 022-217-0057

②石巻市倫理法人会
倫理経営基礎講座 １ 月12日

18:30

飛翔閣

定 例 役 員 会 １ 月15日

18:30

滝川

普及拡大会議 １ 月 ６ 日
定 例 役 員 会 １ 月22日

18:30 仙台市泉区中央市民センター

経営者の集い １ 月26日

19:00 仙台市泉区中央市民センター

役
員
会 １ 月12日
7:00
ホテル原田
しきなみ短歌会 １ 月21日
16:00
茂庭荘
倫理経営基礎講座 １ 月25日
18:30
ホテル原田
事務局 TEL 0223-23-4591

④登米市倫理法人会
会 １ 月13日

18:30

登米市事務局

経営者の集い １ 月25日

18:30

若鮨

事務局 TEL 0220-22-6548

6:30

仙台駅東口

未定

未定

事務局 TEL 022-217-0057

19:00 古川商工会議所

第３回役員会 １ 月20日

19:00 古川商工会議所

事務局 TEL 0229-87-3445

会 １ 月18日

清掃奉仕活動 １ 月10日
6:30 太白区役所前広場
役
員
会 １ 月13日
18:30 浜や あすと長町店
経営者の集い １ 月18日
18:30 パレスへいあん
事務局 TEL 022-217-0057

役
員
会 １ 月13日
18:00 県事務局セミナールーム
仙台駅前清掃活動 １ 月17日
6：00
仙台駅西口
倫理経営基礎講座 １ 月18日
18:30 県事務局セミナールーム
事務局 TEL 022-217-0057

会 １ 月14日

18:30

ホテル一景閣

経営者の集い １ 月19日

18:30

ホテル一景閣

事務局 TEL 0226-22-1287

会 １ 月12日

倫理経営基礎講座 １ 月20日

19：00 白石中学校ミーティングルーム
19：00

しんしん亭

事務局 TEL 0224-24-3555

倫理経営基礎講座
役
員
会
仙台駅前清掃
業
種
会

１ 月14日
１ 月15日
１ 月17日
１ 月25日

18:30 県事務局セミナールーム
8:00 ホテルメルパルク仙台
6:00
仙台駅
18:00
未定

事務局 TEL 022-217-0057

⑲仙台長町倫理法人会
役
新

員
年

役

員

会 １ 月15日
17:30
未定
会 １ 月15日
18:30
未定
事務局 TEL 022-217-0057

⑳あさひな倫理法人会

役
員
会 １ 月15日
18:30 オーガ研修室
倫理経営基礎講座 １ 月26日
18:30 オーガ多目的ホール1
事務局 TEL 0224-86-5563

⑦気仙沼市倫理法人会
員

員

⑬さくら倫理法人会

18:30 千賀の浦事務所

事務局 TEL 022-357-0714

役

役

⑱仙台はせくら倫理法人会

⑪仙台太白倫理法人会

⑥千賀の浦倫理法人会
員

⑰白石蔵王倫理法人会

役
員
会 １ 月15日
7:30 スタジオ1951
清掃奉仕活動 １ 月16日
6:30
仙台駅東口
倫理経営講演会 １ 月29日
18:30 仙台市戦災復興記念館
事務局 TEL 022-217-0057

⑫仙台青葉倫理法人会

⑤大崎倫理法人会
倫理経営基礎講座 １ 月18日

役

倫理経営基礎講座 １ 月 ６ 日
18:30 県事務局セミナールーム
役
員
会 １ 月15日
18:30 県事務局セミナールーム
清掃奉仕活動 １ 月16日
6:30
仙台駅東口
座 禅 体 験 会 １ 月16日
8:30 曹洞宗 大蔵山 松源寺
事務局 TEL 022-217-0057

⑩仙台宮城野倫理法人会

③仙南倫理法人会

員

⑯仙台東倫理法人会

⑨仙台若林倫理法人会
会 １ 月20日

員

定 例 役 員 会 １ 月12日
18:30
Zoom会場
駅前清掃活動 １ 月17日
5:45
仙台駅西口
事務局 TEL 022-217-0057

事務局 TEL 022-217-0057

清掃奉仕活動 １ 月16日
役

事務局 TEL 0225-92-5102

役

⑮仙台広瀬倫理法人会

18:30 仙台市泉区中央市民センター

会 １ 月14日

7:30 ベルサンピアみやぎ泉

ビジネスランチ会 １ 月19日

11:30 フュメドゥコスモ

経営者の集い １ 月27日

18:30 ベルサンピアみやぎ泉

事務局 TEL 022-217-0057

⑭くりはら倫理法人会
倫理経営基礎講座 １ 月 ７ 日
18:30 栗原市市民活動支援センター
役
員
会 １ 月13日
18:30 栗原市市民活動支援センター
事務局 TEL 0229-87-3445
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mail : info@rinri-miyagi.com

曜日

仙台中央倫理法人会

7

大崎（倫）会員
KM International Trading
& Consulting 代表

21

（倫）元会長
27 石巻市
末永海産㈱ 取締役会長

末永勘二様 古希雑感

28 株式会社ガーデン・二賀地
会長 樹木医

千賀の浦倫理法人会

事務局022-357-0714
平日8:30 〜 13:30

THU

曜日

WED

木

髙橋幸記様 やすらぎ、やる気

7

吉岡克訓様 年頭挨拶

倫理研究所 北海道・
東北方面 方面長

副塾頭
19 宮城倫理経営塾
㈱アステム 代表取締役

野口敬志様 逆境から学ぶ報恩の経営

20 参議院議員

櫻井

21

法人SV
26 倫理研究所
㈱綜和 代表取締役

大村秀明様 許し合う心が和を築く

27 多賀城市 市長

深谷晃祐様 多賀城市長としての決意と展望

小島長五郎様 幸福の国ブータンに学ぶ

北海道
21 倫理研究所
東北方面副方面長

内田靖士様 ゼロに立つ

親を大切にせぬ子はいい経営者

（倫）青年委員長
27 仙台長町
㈱阿部砂利建設 専務取締役

阿部康平様 大切なことは、目の前にあった

（倫）会長
28 仙台はせくら
㈱みずき 代表取締役

千葉政三様

MS会場 宮城誠真短期大学 2号棟 0229-23-3220

出席者全員による
令和３年スタートにあたり
「会員リレースピーチ」 「今年の抱負を熱く語ろう！」
私たちの「株式会社 KEY．」の

水野早貴様 過去・現在・未来
家庭に愛を

失うことは悲しいコトだけ

（倫）青年副委員長
20 仙台はせくら
㈱ディンゴ 代表取締役

中澤拓摩様 逆境をはね返す

（倫）相談役
27 長野市中央
内山興産㈲ 代表取締役

内山義隆様 法則について

WED

6

（倫） 副会長
19 山形県北村山
㈱タケダ自動車 代表取締役

武田博志様 三代目から四代目

（倫）事務長
20 ／仙台宮城野
T-Network Plan 代表

MS会場 ホテルメルパルク仙台 022-792-8111

12

休
仙台長町（倫）会長
㈱柴田建設工業 代表取締役

柴田

会
充様 心で動く

宮澤幸秀様 人生横滑

さくら倫理法人会

事務局0224-86-5563
平日9:30 〜 12:30

6
13

宮城倫理経営塾副塾頭
㈱寺嶋建設 代表取締役

齋

環境変化への対応とポスト
清志様 コロナの社会像

寺嶋

優様 自分が変われば

牧野正久様 震災で学んだ事

（倫）副会長兼MS副委員長
26 仙台太白
NPO法人ふるたいむ 代表理事

佐藤伴実様 先手のあいさつ

27 倫理研究所 法人SV

鈴木隆一様 マメに生きる

WED

MS会場 県セミナールーム or Zoom 022-222-7910

12

人生のチャンスは「無茶振り」

千英（Chie）様 という形でやってくる。

懐かしい昭和時代の写真を使って、
風の時編集部 代表 佐藤正実様
じぶんたちのまちを楽しむ

6
13

（倫）研修委員長
19 仙台東
㈱サルブランコ 代表取締役

石澤圭太様 倫理に出会って変わった私

20

26

清水啓記様 心に火を灯す挑戦者のすすめ

27

仙台若林（倫）副専任幹事
そらふね企画 代表

Rapport

佐藤英夫様 難きをとれ

FRI

仙台長町倫理法人会
MS会場 仙台PIT

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

仙台太白（倫）事務長
奥州秋保温泉 蘭亭 女将

他人と過去は変わらねど、
東谷たちこ様 自分と未来は変えられる

会員リレースピーチ
大崎（倫）副会長
㈱国本 専務取締役

引地

元 後継者としての役割

ラポール 2021年１月号

仙台宮城野倫理法人会

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

MS会場 スタジオ1951 022-227-8080

会長挨拶 しきなみ短歌の歌会
1
大阪天王寺区（倫）幹事
8 ㈱トキメキ投資教室 代表取締役 なかまつ小百合様 己を空（むな）しく、身みをささげて。
貪欲な私が目指す幸せの絶対境す
仙台広瀬（倫）青年副委員長
陶芸家が考える地域おこし
竹田祐博
様
15 蒼塵窯 代表
石巻市（倫）会長
22 ㈱友善商事 代表取締役 小笠原博美様 人生っておもしろい
（倫）専任幹事
未来を切り開く最強の学び
29 小牧市
㈱コロナワールド 仙台コロナワールド総支配人 工藤 晋様

FRI

くりはら倫理法人会

FRI

事務局0229-87-3445
平日13:00 〜 17:30

MS会場 伊豆沼交流センター 0228-33-2831

1
法人局普及事業部
8 倫理研究所
北海道・東北方面 副方面長
15
22 一迫ゆり園 組合長
（倫） 副事務長
29 宮城県
㈱L-PLANNERS 代表取締役

022-393-8818

新年の挨拶、書初めで新年の抱負を語る！

父さんの会社（ ）倒産！？

休

会

内田靖士様 ゼロに立つ
会員スピーチ
黒沢征夫様 未定
高崎悦子様 倫理に包まれ船出する人生

仙台はせくら倫理法人会

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

−

MS会場 ホテルメルパルク仙台 022-792-8111

1
（倫）会長
8 仙台はせくら
㈱みずき 代表取締役
（倫）相談役
15 法人AD/宮城県
㈲若鮨 取締役会長
千賀の浦（倫）会長
22 誉旨（よし）代表
（倫）会長
29 仙台東
㈱マイド 代表取締役

通算第350号

休

会

千葉政三様 新年度スピーチ
伊藤俊郎様 恩返し・恩送りの実践
吉岡克訓様 どないせぇ言うねん☆
松本卓司様 役を受ける

fax

０２２︵２２２︶１５２７

5

英語落語家
（英語教室ABCKIDS）

（倫）庄内地区長
28 山形県
㈲仏壇のさとう 代表取締役

曜日

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

曜日

曜日

仙台広瀬倫理法人会

高橋慶一様 その時私は何を変えたのか？

金

（倫）会長
20 気仙沼市
㈱マキノ運輸 代表取締役

水

澤谷直行様 足下を掘る

火

法人局
19 倫理研究所
教育業務部 研究員

TUE

（倫）普及拡大委員長
21 仙南
㈲名取電装 専務取締役

MS会場 ホテル原田inさくら 0224-58-2525

さい清志事務所
大河原町長

「運命自招」

佐々木弘子様 ～味わい深い幸福な人生～

℡０２２︵２２２︶７９１０

5

富田純一様 倫理を学んで

会員の皆さんと新年の抱負
を語りあいましょう

（倫）会長
14 仙台泉
ブライダル倶楽部 陽だまり 代表

曜日

WED

角田恭恵様 恩意識を高める

会員リレースピーチ

金

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

曜日

仙台青葉倫理法人会

仙台泉（倫）事務長
ソニー生命保険㈱ 仙台ライフプラ
ンナーセンター／ライフプランナー

水

曜日

火

TUE

宮城県（倫）親睦委員長

新年に向けて！

髙橋謙二様 ～後悔のない人生を歩む～

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

８ 及川パークビル７Ｆ

仙台若林（倫）会長
㈱ビデオプラザ神奈川
代表取締役

13 倫理研究所 法人AD
27

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

7

MS会場 ホテルメルパルク仙台 022-792-8111

大久扶彌江様 倫理を学んで気づいたこと

黒田晋平様 倫理のおかげでＶ字回復

積小為大と量質転化の

仙台若林倫理法人会

（倫）会員
12 仙台中央
㈲元祖だい久そば弥 代表取締役

（倫）幹事
26 仙台長町
㈱まるしんシステム 代表取締役

大様 つくる

あさひな倫理法人会

MS会場 ベルサンピアみやぎ泉 022-346-2121

曜日

022-245-5141

大友憧山様 尺八の魅力

週 1 回の MS で生活のリズムを

庄司

THU

金

（一社）日本伝統文化振興協会
理事長／尺八演奏家

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

小田島弘輔様 運命自招

（倫）MS委員長
13 宮城県
㈱庄司製作所 代表取締役

曜日

仙台太白倫理法人会

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

MS会場 仙台ヒルズホテル 022-719-8711

仙台太白（倫）監査
小田島商事 代表

水

曜日

火

高橋伸司様 なのだろうか？

6

仙台泉倫理法人会

曜日

WED

木

事務局0229-87-3445
平日13:00 〜 17:30

曜日

大崎倫理法人会

白石蔵王（倫）親睦委員長／㈲北桜造園

１

宮城県倫理法人会／〒９８０ ０
- ０１４ 仙台市青葉区本町一丁目３

20 倫理経営インストラクター
山形県米沢市（倫）相談役

水

曜日

火

5

全国誌「PHP」の連載「復興への道をひらく」

小泉知加子様 の単行本化によせて～７年半の取材を通して～

つながる力の

佐藤美幸様 にはなれない

MS会場 茂庭荘

有限会社小泉プロダクション

佐々木忠法様
会員スピーチ
渡部慶子様

（倫）会長
26 花巻市
㈱マッチングプロジェクト 代表取締役

TUE

事務局0224-24-3555
平日9:00 〜 11:00

14 白石蔵王（倫）会員／㈲ワタナベ 太助寿司

阿部孝一様 現在・過去・未来

（倫）研修委員長
26 千賀の浦
㈲貴伸 代表取締役

7

年頭挨拶 参加者全員スピーチ 新年の抱負

白石蔵王倫理法人会

MS会場 白石市立白石中学校 岩佐事務長 090-2971-6563

0226-22-0602

３

吉岡克訓様 どないせぇ言うねん☆

DVD 研修

（倫）副会長
19 仙台中央
ブレイン・ワークス（株） 代表取締役社長

北海道・
内田靖士様
19 倫理研究所
東北方面 副方面長

THU

350

倫理と出会い、即実践！

鈴木奈美子様 運命の輪が回り、好転！

13

佐藤智明様 成功への心構え

（倫）女性副委員長
12 大崎
㈱KEY． 代表取締役

事務局0226-22-1287
平日13:00 〜 16:00

松本真志様 万人幸福の倫理（みち）

震災・コロナを乗り越えて、

（倫）相談役
12 仙南
㈲まるしげ 漁亭浜や 代表取締役

5

MS会場 ホテル一景閣

6

及川善祐様 初志貫徹

気仙沼市倫理法人会

（倫）会長
28 千賀の浦
誉旨 代表

曜日

MS会場 ホテルニューグランヴィア 0220-22-8711

登米市（倫） 会長
㈱及善商店 代表取締役

TUE

WED

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

会長・役職者リレースピーチ
～新年の抱負～

木

事務局0220-22-6548
平日10:00 〜 16:00

曜日

曜日

5

登米市倫理法人会

植物からのメッセージ、

田中秀穂様 環境問題とその対策

年 月発行

（倫）普及拡大副委員長
14 仙台広瀬
色彩研究所 代表

水

千葉雅之様 スタートした学び

火

（倫）MS委員長
13 あさひな
㈱大崎防災 代表取締役社長

充様 コロナ闘病記と経済の行方

絶望の淵から這いあがった

正宏様 「信ずれば成り」のストーリー

仙台東倫理法人会

熊谷聖子様 やればやっただけ

倫理法人会役職者になって

中

令和

6

松本真志様 万人幸福の倫理（みち）

MS会場 県事務局セミナールーム 022-222-7910

MS会場 ホテルグランドパレス塩釜 022-367-3111
千賀の浦（倫）会長
誉旨 代表

田中裕人様 未来に旗をたてて

ラポール

法人局普及事業部
14 倫理研究所
北海道・東北方面 方面長

家庭に愛を

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

MS会場 ホテルメルパルク仙台 022-792-8111
倫理研究所 法人局顧問
株式会社 菓匠三全
代表取締役会長

（倫）事務長
12 気仙沼市
㈱クマデン 代表取締役

TUE

8

THU

（倫）副会長
20 登米市
㈲志津川造船鉄工所 代表取締役

0223-24-2525

小原健一様
青木宣幸様 新年を迎えて
菊地和則様

木

MS会場 ホテル原田

仙南（倫）会 長
仙南（倫）専任幹事
仙南（倫）事務長

事務局0223-23-4591
平日9:30 〜 12:00

事務局0225-92-5102
平日9:00 〜 16:00

宮城倫理 YouTube 検索

MS会場 石巻魚市場 2F 0225-92-5102

北海道・
内田靖士様
13 倫理研究所
東北副方面長

曜日

5

仙南倫理法人会

石巻市倫理法人会

新年祈祷Ｍセミナー 羽黒山鳥屋神社にて
羽黒山鳥屋神社 禰宜 櫻谷賢一様 干支の話

水

TUE

曜日

火

連日開催中！ 朝 6 時～

6

曜日

1月 MS予定表

水

２０２１年

経営者モーニングセミナー

WED

http://www.rinri-miyagi.com

宮城県倫理法人会会報誌
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