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※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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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

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

ご挨拶

「コロナ禍の中で東日本大震災を想う」
宮城県倫理法人会
会長

扇

功

10 年ひと昔と言います。そのひと昔前の 2011 年３月 11 日（金）14 時 46 分、宮城県沖 130km を震
源とする、東日本大震災が発生しました。
この未曾有の大地震は、日本観測史上最大のマグニチュード 9.0 を記録し、特に震源地周辺であ
る岩手、宮城、福島の三県では、甚大な被害を受け、死者・行方不明者は、1 万８千人余り、また、
建物損壊は、全壊半壊で 40 万５千戸でした。
なお、死者総数のうち、津波による溺死が 90％強を占めており、東北の太平洋沿岸を直撃した
大津波による自然災害であったことを物語っております。
当時を振り返ると、震災後間もなく会員の皆様の被災調査を行ったところ、宮城県倫理法人会
石川茂男会長が自宅でご家族とともに津波に襲われ亡くなられた、との訃報が入りました。信
じられませんでした。調査集約の結果は、故 石川茂男会長始め、11 名の会員の皆様が亡くなられ、
会員のご家族、従業員で死亡された皆様は総勢 79 名と、多くの関係者の皆様が犠牲となりました。
大震災から５か月が経過した、８月 23 日（火）、犠牲となられた 11 名（石巻市６名、気仙沼市４名、
仙台はせくら１名）の会員の皆様を偲ぶ、追悼式を挙行し、本部、方面内倫友、県内会員の皆様、
総勢 240 名が参列して粛々と行われました。
大震災で亡くなられた倫友のため、生かされた者の責任として、会員の皆様はこれまでどのよ
うに過ごされて来られたでしょうか。
あれから 10 年、節目を迎える今、まさに「大変動の時代に生きている」ことを実感させる、新型
コロナウイルス感染症という大魔王が、世界中に蔓延する真只中に私たちはおります。
日本中がコロナ禍で混迷の今だからこそ倫理を正しく学び、実践を積み重ね、倫友の家族、従
業員を想う強い心で、10 年目の来たる３月 11 日（木）を迎えたいものです。
私事になりますが、10 年前、県研修委員長の職にあったとき、故 石川茂男会長を見送り、２年
前、県副会長の職にあったときに、当時、病に倒れた

故林

昭兵会長を見送ることになりました。

奇しくも、同じ３月の出来事であり、両会長の身近にいて見送る因果を強く感じており、特別な
３月なのであります。
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宮城県倫理法人会

宮城県倫理法人会の行事・各委員会

県

◆日時：令和３年１月８日（金）17：00 ～ 18：45
◆場所：ホテルメルパルク仙台 ◆参加人数：90名

令和３年度の理事長研修が開催されました。本来なら、
多くの会員にご参加頂き、丸山敏秋理事長のご講話を直接
聞いていただきたい処でしたが、当日はコロナ感染予防対
策のため、各単会の代表者４名を選抜しての実施となりま
した。
当日は千葉幹事長による「倫理法人会憲章」唱和後、扇会
長からご挨拶を頂いた後、丸山敏秋理事長によるご講話が
始まりました。
講話は、冒頭に現在のコロナ禍の話題に触れつつ、人類
の「４つの驚異」である自然災害・戦争・飢餓・疫病につい
てお話を頂きました。
その後、倫理法人会の前年度の概況と、コロナ禍の現在
だからこそ創始から 75 年の今年度は、
「 地球倫理の推進」
と「日本創成」の二大スローガンを掲げ、共同体（家庭・職
場・地域社会）の安定を目指して「共尊共生」の実現を目指
す、と要所要所に笑いのエピソードを交えながらお話頂き
ました。
ご出席の皆様に御礼申し上げると共に、残念ながら当日
ご参加出来なかった会員の皆様にシェアして頂くようお願
い申し上げます。
（宮城県倫理法人会

普及拡大委員会 仙台ブロック会議

◆日時：令和３年２月５日（金）12：00 ～ 15：00
◆場所：茂庭荘 ◆参加人数：39名

髙橋義央）

県・普拡

年度

令和

３

研修委員長

ブロック会議の目的は、成功事例や有効なツールを
結集させ、意見交換をすることにより、中間目標達成
に至るモチベーションと覚悟を固めていただくことに
ありました。気になったキーワードを列挙します。扇
会長「コロナを言い訳にしないように」、仙台中央「サラ
リーマンの入会増」、千賀の浦「ライオンズ経由」、仙台
泉「相談役からの喝に発奮」、仙台若林「一人 1 社入会」、
仙台宮城野「固定観念を持たず直接訪問」、仙台太白「必
ずやります！」
（ 迫力満点）、仙台青葉「20 周年 105 社
必達」、仙台広瀬「女性会員の盛り上がり」、仙台東「バ
ディ制度で」、仙台はせくら「ビジネスコンテスト」、仙
台長町「行政職員が自己革新目的で入会」、あさひな「ラ
ンチミーティング」。仙台広瀬の普及ロールプレイ実演
で場が和み、意見が活発に弾みました。
最終的には会長の覚悟とそれを具現化する役員諸氏
の実践あるのみ。言霊の力も借りて達成しましょう！

（宮城県倫理法人会

普及拡大委員長

長谷川嘉宏）
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短歌

しきなみ短歌会だより

県・しきなみ短歌会

「令和三年一月度 しきなみ短歌会
宮城法人支苑 仙南法人支苑合同

宏光

◆日時 ： 令和三年一月二十一日（木）十六時～

◆場所 ： 茂庭荘

青野

信吾

せせらぎと小鳥と落ち葉露天風呂
一
心ぬくもり時をも忘る
三戸部志信

今泉

純一

健一

富田

英美

武田せつ子

遠藤

菅澤かおり

損してるまとめてお祝いクリスマス
二
師走生まれの幼き思いで
小原

あたま

年の瀬は振りむく暇なく毎月と
同じひと月何故に短い

三 幼子らペコリと頭を下げながら
笑顔で急ぐ横断歩道

四

極寒日降りる粉雪きらめいて
妖精の粉舞いたるごとに

母手製もみがら枕サラサラと
五
頭ふんわり夢見心地よ

六

亡き祖母と誕生日前夜夢で会う
天から我に贈られしもの

霜柱踏む感触思い出す
七
田んぼ一面朝日に光る

八

夜明け前冴えて導く冬の月
笑顔で待つは学び舎の友
善祐

修

及川

日下

啓子

孫からのラインに光る努力賞
「頑張りました」と通信簿にあり
佐々木裕子

九

十

み そ と せ

十 三十年も連れ添う君に照れ隠し
け
一 思いの丈たを
歌う夢見る

十 雪あかり沓い日映すなつかしさ
二 初めてはいた赤い長ぐつ
佐藤

歌会詠草」

倫理経営講演会

千賀の浦倫理法人会主催
講師

津隈 亮二

倫

「経営力を磨く」
シリーズ

理

りんり

人

たつじん

の達
趣味

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。

高橋 一夫

趣味

温泉、読書

仙台宮城野倫理法人会
MS委員長

宮 崎

秀一郎

KOMACHI労務事務所
（社会保険労務士業）

人事労務分野から日本の中小企業に「価値」
を提供し、その繁栄・存続のためのお手伝
いをしています。
開業して３年目です。毎朝、職場の教養を
活用し活力朝礼に取り組んでいます。最近
詠めていませんが、しきなみ短歌会に所属
しています。自社も含め企業の発展のため
には、経営理念が必要だと思い、昨年倫理
経営塾に入塾しました。残念ながら中止と
なりましたが、また再開される見通しとの
ことで非常に楽しみにしております。
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副会長

MSでの17 ヶ条の輪読や講師の方々の講
和を自身の考え方や言動に照らし合わせ、
日々自問自答しながら、会社経営に生かし
ています。コロナを契機に時代は、大きく変
わりつつありますが、倫理の実践を通して
道を切り開いていきたいと思います。

倫 理 で の 学 び を 仕 事・ 家 庭 に 感 謝 の
気持ちを忘れずに邁進して参ります。

84 紹介

あさひな倫理法人会

専任幹事

ゴルフ、旅行

倫友

4

グランドパレス塩釜

感謝の心を忘れず、倫理で学び、会長と各委
員長のサポートに徹します。元気に楽しく
「はせくら」らしくを心がけていきます。よ
ろしくお願いします。

昨年、倫理経営塾に入塾しました。

会員

The Master
of Rinri

３月16日（火）18:00 ～

仙台はせくら倫理法人会
髙品 拓也

倫理研究所 東海・北陸方面方面長

白石蔵王倫理法人会
研修委員会 副委員長

佐 藤

朋 也

株式会社 佐藤建業
（建設業）

環境・人に優しい家づくりを目指し事業を
展開中。ZEH（ゼロエネルギー住宅）を取
入れ脱炭素住宅にも注力しています。

「職場の教養」を取入れた活力朝礼の継続で
社員の一体感を高めています。現在は新型
コロナウイルスの影響で仕事量が減少して
いますが、ピンチをチャンスと捉え前向き
に仕事に取組み、持続可能な社会づくりに
貢献できるよう実践しているところです。
今後も倫理での学びを仕事・家庭に感謝の
気持ちを忘れずに邁進して参ります。

通算第352号

宮城県倫理法人会

仙南倫理法人会

第２回100人モーニングセミナー開催

去る１月 19 日、ホテル原田にて野口敬志副塾頭を講話者に
迎え 100 人 MS を開催しました。
県からのガイドラインも示された中での開催の課題は『コロ
ナ感染予防対策を整えた中でのゲストのお誘いと、その上で
どのようにして喜んでもらうか』でした。
感染対策の一つとして講話後の会食を無くした代わり
に、講話後の名刺交換時間を設け、さらにその間に積極的に
SNS の連絡先交換も行いました。その後、参加者の方々に
は SNS を活用し、当日夜までには単会の紹介動画配信を実
施しました。

宮城県倫理法人会の行事・単位法人会

単 会

Rapport

◆日時：令和３年１月 19 日
（火）
◆場所：ホテル原田

どのような状況・環境であろうとも【来場者に喜んでいただ
くには】の課題に、真正面から向き合い、工夫、改善、そして
それを会員皆で実践して取り組みました。
結果としてこのセミナー後に 3 名の新しい仲間を迎えるこ
とが出来ました。入会者は「講話内容に感動した」
「とても明る
い雰囲気で楽しかった」の沢山の声。
苦難福門・運命自招、仙南の歩みは可能性に向かって止ま
りません…
（仙南倫理法人会

気仙沼市倫理法人会

経営者モーニングセミナー開催

専任幹事

青木宣幸）

◆日時：令和３年２月３日
（水）
◆場所：ホテル一景閣

コロナ禍で MS を安心して開催するにはどうしたら良いか
を考え対策を練り、徹底した感染予防をする。県からの要請
や各単会の予防対策を積極的に取り入れつつ、参加者の方々
からも意見をいただきながらの開催 ( 学び )。それらを自分達
の会社にも取り入れ更に実践する。
気仙沼でもクラスターが発生し、より身近なものになって
います。やみくもに恐れるのではなく、ましてや特攻精神で
MS に参加しましょうと言うものでもなく、
「正しく恐れる」
を念頭に置いて、問題意識をしっかり持ち
「見るもの、聞く
こと、体験すること、すべてが生きた学びになる」
と考えて、
その観点に立つならば、
「コロナ感染拡大という厳しい状況の
中で、どのように安全を確保して学ぶか」
は、きわめて格好の゛
生きた学び゛の機会です。その結果、会員の皆様の参加率の
向上と新規会員入会につながればと思い、毎週水曜日に MS
を開催しています。

（気仙沼市倫理法人会

研修委員長

熊谷

豪）

仙台中央倫理法人会

会員普及拡大の目標達成に向けて一致団結！
2021 年がスタートして早 2 ヶ月、そして倫理法人会は令
和 3 年度も折り返し。2 月から司会がバトンタッチ！新型コ
ロナウイルス感染拡大防止策を徹底しながら、毎週ホテルメ
ルパルク仙台には多くの会員様、そしてゲストの皆様をお迎

◆日時：令和３年２月４日
（木）
◆場所：ホテルメルパルク仙台

えしてモーニングセミナーを開催し
ております。モーニングセミナー委
員の皆様が中心となり選りすぐりの
講師先生方をお招きいただいており
ますので、自信を持ってゲストを招
待できております。コロナ禍であり
ながらもソーシャルディスタンスを
確保できる広く清潔感のある会場で
開催できる環境があることに感謝いたします。
また、2 月４日のモーニングセミナー朝食会後、緊急の役員
会を開催し、仙台中央倫理法人会としての普及拡大目標を再
確認。単なる会員数のみを追い求めるのではなく「なぜ」普及・
拡大するのかを言語化し共通認識を深めました。会長と心を
合わせ仙台中央倫理法人会メンバーが目標達成に向けて一致
団結して動き出しました。今後が楽しみです。
（仙台中央倫理法人会
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大崎倫理法人会

「ランドセルは海を越えて」今年もやります。
大崎倫理法人会で、今年も社会貢献委員会委員長を仰せつかりまし
た小山です。
「ランドセルは海を越えて」今年もやります。COVID19
に負けません。17 年目に成ります。4200 余個をアフガニスタンの
子供達に送り届けております。６年間使用した思い出の一杯詰まっ
たランドセルに、再び新しい命を吹き込み、アフガニスタンの子供
達の喜ぶ笑顔を見たいと思います。
写真家の内堀タケシさんの写真集「７年目のランドセル」
（発行：株
式会社国土社）があります。もし、機会がありましたらご覧になって
ください。日本から贈られたランドセルを手にした子供たちの笑顔、
笑顔を。彼等、彼女等の学習机代わりにもなります。子供達の人生
が変わります。日本に目を向けてくれるかもしれません。
コロナ禍ではありますが、今年も 3 月に募集して 3 月末に横浜の
倉庫へ送ります。600 個予定をしております。会員の皆様の家に眠っ
ているランドセルが有りましたら、大崎倫理法人会事務局へお問い
合わせください。倫友の方々のご協力、宜しくお願い致します。
（大崎倫理法人会

社会貢献委員会

小山正一）

仙台若林倫理法人会

新会場＆Zoom再開で気分一新！モーニングセミナー開催中
仙台若林では、それまでのホテルメルパルク５階から４階にお引っ越しを
して新会場にてモーニングセミナーを開催中です。新しい会場で雰囲気も少
し変わり、フレッシュな気分で朝を迎えています。
また、しばらく休止しておりました Zoom での配信も再開し、リアルと
WEB どちらでも参加できるハイブリッド・モーニングセミナーを実施中。
Zoom からは遠方に引っ越された会員や、外出自粛中の方も参加いただいて
おり、新時代の活動のあり方に可能性を感じながら、さまざま工夫を実践し
ております。
遊佐専任幹事による、毎回の「お知らせバナー」も引き続き大変好評です！
（そちらはぜひ、仙台若林の facebook ページでご確認ください）気分一新の
モーニングセミナー、毎週水曜日の朝 6 時に、ご参加お待ちしております★
（仙台若林倫理法人会

広報委員長

清水啓記）

仙台太白倫理法人会

清野一雄さん傘寿のお祝い会開催
令和 3 年 1 月 22 日をもって、役員の清
野一雄さんがめでたく 80 歳の誕生日を迎
えられました。
役員の皆さんで、傘寿のお祝いをさせて
いただきました。清野さんは常日頃から学
びは生涯と心得、実践してきております。
いつまでも元気で、共に活動してほしいと、
願っております。

感謝
（仙台太白倫理法人会

経営者の集い
6

単会名

登

米

開催日

時間

市 ３月22日 18:30～

気 仙 沼 市 ３月30日 18:30～

場

所

テーマ

専任幹事

講

石田拓郎）

師

若鮨本館

営業マン不在の営業

法人レクチャラー

佐々木千幸 様

ホテル一景閣

情熱経営

法人レクチャラー

横町
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芳隆 様

宮 倫 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン
倫

理

研

究

所

３月23日（火）～ 24日（水）

３月10日（水）13：00 ～

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。

「東日本大震災メモリアル2021」「倫理経営 インストラクター研修」
【会場】仙台国際ホテル

【会場】富士高原研修所

※県役職者、単会三役・相談役、
法人 AD、法人局顧問 、他

※ 対象者：法人Ｌ

宮城県倫理法人会

県 委 員 会 の 行 事 予 定

３月４日（木）
15：30 ～ 17：00

研

「第322回定例役員会」
【会場】パレスへいあん

員

会

青

倫理の達人 仙 台 若 林 く り は ら

３月10日締切

阿部康平
委員長

宮城倫理経営塾
3月13日（土）8:20 ～、
14日（日）8:20 ～

３月18日（木）14：00 ～

崎

会

※対象者：青年委員長

しきなみ短歌会

倫理経営講演会記事 仙 台 宮 城 野

員

【会場】県事務局セミナールーム

髙橋義央
委員長

※対象者：研修委員長

単 会 記 事 さ く ら 仙 台 東 仙台長町

委

「第２回青年委員会」

【会場】県事務局セミナールーム

広報委員会

年

３月25日（木）14：30 ～

「第２回研修委員会」

■４月号
（Vol.353）

会員紹介 仙台中央 大

委

３月23日（火）14：30 ～

※ 対象者：県役職者、単会二役

ラポール次号案内

修

「第20期 宮城倫理経営塾
第２講」

「３月例歌会」
【会場】アトリエトモ
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＊

【配信場所】茂庭荘
※対象者：入塾生、講師スタッフ、単会役職者

千坂剛久
塾頭

単位法人会の行事予定
①仙台中央倫理法人会
役

員

会 ３ 月11日

⑧仙台泉倫理法人会

⑮仙台広瀬倫理法人会

7:45 ホテルメルパルク仙台

役員会・普及拡大会議 ３ 月10日 MS終了後 仙台ヒルズホテル

定 例 役 員 会 ３月９日

18：30

駅 前 清 掃 ３ 月21日

6:00

駅前清掃活動 ３ 月21日

5：45

Ｄ Ｖ Ｄ 研 修 ３ 月27日

7:00 県事務局セミナールーム

倫理経営基礎講座 ３ 月16日

仙台駅西口

定 例 役 員 会 ３月５日

18:30

滝川

倫理経営基礎講座 ３ 月16日

18:30

井上ビル2F

清掃奉仕活動 ３ 月20日
役

員

倫理経営基礎講座 ３ 月 １ 日

18:30

ホテル原田

会 ３月９日

7:00

ホテル原田

18:00 岩沼中央公民館

事務局 TEL 0223-23-4591

ナイトセミナー ３ 月 ４ 日
役

員

倫理経営基礎講座 ３ 月18日
清掃奉仕活動 ３ 月20日

会 ３月６日

18:30

登米市事務局

経営者の集い ３ 月22日

18:30

若鮨本館

事務局 TEL 0220-22-6548

員

19:00 古川商工会議所
19:00 古川商工会議所
13:00

事務局へ

事務局 TEL 0229-87-3445

清掃奉仕活動 ３ 月14日

員

会 ３月８日

倫理経営講演会 ３ 月16日

員

18:00 グランドパレス塩釜

仙台駅東口

会 ３ 月11日

18:00

ホテル一景閣

経営者の集い ３ 月30日

18:30

ホテル一景閣

18:30 県事務局セミナールーム

倫理経営基礎講座 ３ 月17日

18:30 県事務局セミナールーム

清掃奉仕活動 ３ 月20日

6:30

座 禅 体 験 会 ３ 月20日

8:30 曹洞宗 大蔵山 松源寺

18:30

登喜和

6:30 太白区役所前広場
18:30

事務局 TEL 022-217-0057

⑰白石蔵王倫理法人会
役

員

茂庭荘

員

会 ３ 月12日

18:30

⑱仙台はせくら倫理法人会
18:30 県事務局セミナールーム

定 例 役 員 会 ３ 月12日

8:00 ホテルメルパルク仙台

業

種

会 ３ 月17日

未定

未定

仙台駅前清掃奉仕活動 ３ 月21日

6:00

仙台駅

⑲仙台長町倫理法人会

仙台駅西口
役

員

18:30 栗原市市民活動支援センター
18:30 栗原市市民活動支援センター
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未定

⑳あさひな倫理法人会
役

倫理経営基礎講座 ３ 月11日

事務局 TEL 0226-22-1287

未定

18:30 太白区中央市民センター

事務局 TEL 022-217-0057

オーガ研修室

役

会 ３ 月17日

会 ３ 月10日

倫理経営基礎講座 ３ 月16日

事務局 TEL 0224-86-5563

員

19：00 白石中学校ミーティングルーム

事務局 TEL 022-217-0057

⑬さくら倫理法人会
役

会 ３月９日

倫理経営基礎講座 ３ 月11日

18:00 県事務局セミナールーム
6：00

仙台駅東口

事務局 TEL 0224-24-3555

⑭くりはら倫理法人会

⑦気仙沼市倫理法人会
員

会 ３ 月10日

仙台駅前清掃活動 ３ 月21日

事務局 TEL 022-357-0714

役

6:30

事務局 TEL 022-217-0057

18:30 千賀の浦事務所

会 ３月５日

18:30 みやぎNPOプラザ

⑫仙台青葉倫理法人会
役

⑥千賀の浦倫理法人会
役

員

スタジオ1951

事務局 TEL 022-217-0057

会 ３ 月17日

ランドセルは海を越えて 3月から呼びかけ開始

会 ３ 月12日

倫理経営基礎講座 ３ 月22日

倫理経営基礎講座 ３ 月15日
員

7:30

役

⑪仙台太白倫理法人会
役

⑤大崎倫理法人会
役

18:30 スタジオ1951

事務局 TEL 022-217-0057

④登米市倫理法人会
員

会 ３ 月12日

18：30 県事務局セミナールーム

⑯仙台東倫理法人会

仙台駅東口

⑩仙台宮城野倫理法人会

③仙南倫理法人会

役

6:30

7:00 ホテルメルパルク仙台

事務局 TEL 022-217-0057

事務局 TEL 0225-92-5102

しきなみ短歌会 ３ 月15日

会 ３ 月24日

Zoom
仙台駅西口

事務局 TEL 022-217-0057

⑨仙台若林倫理法人会

②石巻市倫理法人会

員

倫理経営基礎講座 ３ 月22日

事務局 TEL 022-217-0057

事務局 TEL 022-217-0057

役

19:00 泉区中央市民センター

員

会 ３ 月11日

7:30 ベルサンピアみやぎ泉

倫理経営基礎講座 ３ 月17日

18:30 ベルサンピアみやぎ泉

事務局 TEL 022-217-0057

事務局 TEL 0229-87-3445

ラポール 2021年３月号

通算第352号

7

mail : info@rinri-miyagi.com

会社が倒産危機に！
髙橋慶一様 ～その時、私は何を変えたのか？～

伊藤勇二様 実戦力で勝つ！
万人幸福の栞 第17条「人生は神

DVD 研修 の演劇、その主役は己自身である」

WED

西城順子様 まさかから見えた風景
原田善征様 感受性が運命を変える

MS会場 ホテルメルパルク仙台 022-792-8111

熊谷聖子様 やればやっただけ
玄

秀盛様 たった一人のあなたを救う！

WED

MS会場 県セミナールーム or Zoom 022-222-7910

8

七転八起－これまでの体験－
先人に学ぶ
今こそ、自粛ムードから
自発モードに転換せよ !
私のワークライフバランス
会員リレースピーチ

仙台若林倫理法人会

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

京

昭弘様 倫理で奇跡は起こるか ?!

内田靖士様 ゼロに立つ

白石蔵王倫理法人会

事務局0224-24-3555
平日9:00 〜 11:00

MS会場 白石市立白石中学校 岩佐事務長 090-2971-6563

4

仙台長町（倫）副会長 県内レ
クチャラー /㈱阿部砂利建設

阿部康平様 大切なことは目の前にあった
突撃隣のモーニングセミナー＠白石蔵王

（倫）会長
11 仙台宮城野
メルシフルライフ㈱

東海林薫様 倫理法人会～太陽のように生きる～

18 白石蔵王（倫）朝礼委員長/サンダイ工業㈲

山田裕一様
会員スピーチ
佐久間一志様

25

DVD 研修

白石蔵王（倫）MS副委員長/白石市長

THU

あさひな倫理法人会

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

MS会場 ベルサンピアみやぎ泉 022-346-2121

4

登米市（倫）専任幹事
大樹 代表取締役

阿部芳明様 出合いを大切に可能性を広げよう

（倫）広報副委員長
11 大崎
studio iDo 代表

土井敏之様 すなおになりたい

18 倫理研究所 研修室研究員

田上不折様 矜持はあるか

（倫）幹事
25 仙台青葉
㈲小泉プロダクション 取締役

小泉知加子様 をひらく」の単行本化によせて

FRI

MS会場 ホテルメルパルク仙台 022-792-8111

5

全国誌「PHP」の連載「復興の道

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

宇都宮南（倫）
㈲アップライジング 代表取締役社長

齋藤幸一様 ハングリー精神から利他の精神へ

（倫）副会長
12 登米市
㈲志津川造船鉄工所 代表取締役

髙橋幸記様 やる気・やすらぎ

松浦月子様 心をみつめる

19 倫理研究所 法人局 法人SV

伊藤勇二様 実践力で勝つ！

齊藤良太様 社会変革と意識変容の手段と
櫻井亮太郎様 なるワーケーションとは？

26

小泉知加子様 道をひらく」の単行本化によせて

雨下謙太様 コロナ禍における事業継承

さくら倫理法人会

事務局0224-86-5563
平日9:30 〜 12:30

FRI

MS会場 ホテル原田inさくら 0224-58-2525

佐藤美樹様 「やさしい日本語」×倫理＝明朗愛和
黒田晋平様 倫理のおかげで V 字回復
波乱万丈の人生 !!

小玉千鶴様 引き寄せたものは？
布田千明様 継ぐということ
五十嵐潔美様 渋沢栄一に学ぶ士魂商才

仙台長町倫理法人会
MS会場 仙台PIT

（倫）専任幹事
3 仙南
㈱アプトジャパン 代表取締役
（倫）監査
10 宮城県
㈱エム・エフ・ティ 代表取締役
17 倫理研究所 法人局 法人SV
24 仙台市太白区長
（倫） 会長
31 白石蔵王
㈲斎藤工業 代表取締役

Rapport

THU

全国誌「PHP」の連載「復興の

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

天間惠美子様 この時をどう進めていきますか？
伊藤勇二様 実践力で勝つ！
天野

5

仙台市基本計画（太白区版）のご説

元様 明・企業と地域の連携事例の紹介

宮崎行生様 やればできる子と言われ続け・・・

ラポール 2021年３月号

全国誌「PHP」の連載「復興の

くりはら倫理法人会

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

仙台広瀬（倫）会長／
楽しいストレスケアサロン 代表

「苦難の時こそチャンスの時」

佐藤志保子様 栞で学ぶ生き方

法人局
12 倫理研究所
教育業務部 主席

木村英夫様 変わる人

19

野口

第一生命㈱仙台総合支社
次長

代表取締役
26 ㈱大場製作所
NPOステップアップ 理事長

FRI

022-393-8818

青木宣幸様 ハイの実践で〇〇になりました

仙台青葉（倫）
㈲小泉プロダクション 代表取締役兼編集長

ブラック野口が語る経済展望 2021

洋様 ～株価は３万円を超えるのか～

大場俊孝様

仙台はせくら倫理法人会

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

３
３

−

MS会場 ホテルメルパルク仙台 022-792-8111

5
12 倫理研究所

仙台長町（倫）事務長
プルデンシャル生命保険㈱ 営業所長
法人SV

仙台はせくら（倫）会員

吉田

亘様 『想い（愛）が未来を創る』

伊藤勇二様 実践力で勝つ！
病気になると「ありがとう」とい

代表取締役
19 ㈱山元ヒルズファーム
仙台はせくら（倫）会員

小林幸男様 う時代が来た
森川幸子様 人生とは本人の選択しだいでいく
らでも変えられるものである

（倫）専任幹事
26 仙台東
㈱エムズ工業 代表取締役

横田由美様 倫理を学んで…

㈱山元ヒルズファーム

通算第352号
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（倫）幹事 小泉知加子 全国誌「PHP」の連載「復興の
2 仙台青葉
㈲小泉プロダクション 代表取締役社長
道をひらく」の単行本化によせて
様
（倫）研修委員長
失うコトは悲しいコトだ
髙橋伸司様 けなのだろうか？
9 千賀の浦
㈲貴伸 取締役
16 (旧)東北工業大学 大学院 講師 バレ－ラルナ アルトゥーロ様 日本人の表現力について
23 倫理研究所 研修室 研究員 田上不折様 矜持はあるか
（倫）青年副委員長
陶芸家が考える地域おこし
竹田祐博様 ～明日 3 月 31 日で地域おこし卒業です～
30 仙台広瀬
蒼塵窯 代表

佐藤美樹様 「やさしい日本語」×倫理＝明朗愛和

曜日

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

曜日

仙台広瀬倫理法人会

（倫）女性委員長
25 仙台広瀬
㈱Coiki 代表取締役

金

角張孝則様
大沼セツ子様 会員スピーチ
大坪俊宏様

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

代表取締役
3 ㈱Coiki
仙台広瀬（倫）女性委員長
（倫）MS委員長
10 仙台長町
㈱まるしん 代表取締役
（倫）会員
17 仙南
㈱クレインズ 代表取締役
仙台宮城野（倫）青年委委員長
24 布田ふとん店 布団コンシェルジュ
（倫）相談役
31 仙台太白
㈱アンドロメダ社 取締役社長

水

TUE

曜日

火

30

㈲仙台福祉清掃社 代表取締役
ワークスプラン㈱ 代表取締役
SOMPOひまわり生命保険株式会社仙台開発支社

なぜ、銀行員の私が SDGs ビジネスカード

馬場貴裕様 ワークショップを開催するのか
清水啓記様 心に火を灯す

徳江秀雄様 生きる力

352

℡０２２︵２２２︶７９１０

コンサルティング・信託営業
2 株式会社東邦銀行
部・プライベート・バンキングマネージャー
仙台若林（倫）副専任幹事兼広報委員長
9 そらふね企画
事務長
16 気仙沼市倫理法人会
㈱クマデン 代表取締役
日本駆け込み寺
23 公益社団法人
代表

18 倫理研究所 名誉研究員

曜日

WED

小泉知加子様 道をひらく」の単行本化によせて

金

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

曜日

仙台青葉倫理法人会

（倫）幹事
11 仙台青葉
㈲小泉プロダクション 代表取締役社長

0226-22-0602

仙台泉倫理法人会

（倫）相談役
3 仙台宮城野
京昭弘司法書士事務所 所長
法人局
10 倫理研究所
北海道・東北・副方面長
17 ジブラルタ生命保険㈱
仙台西支社 支社長
（倫）女性委員長
24 宮城県
㈱マツウラ 代表取締役
宮城ワーケーション協議会 共同
31 代表

水

曜日

火

石田雅夫様 入会後１年を経過して

事務局0226-22-1287
平日13:00 〜 16:00

阿部孝一様 つながる力の現在・過去・未来

８ 及川パークビル７Ｆ

吉川祥子様 足と健康

気仙沼市倫理法人会

4

曜日

022-245-5141

海老塚泰浩様 新会員スピーチ

高﨑悦子様 ・・・つつまれて・・・

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

MS会場 県事務局セミナールーム 022-222-7910

金

MS会場 茂庭荘

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

曜日

仙台太白倫理法人会

金子栄作様 同一労働・同一賃金制度施行をふまえて

（倫）副会長
3 くりはら
㈱丸辰産業 代表取締役 鈴木文男様
仙台泉（倫）会員
10 株式会社山一地所 会長 渡部志朗様
17 倫理研究所 法人SV 丸山 弘様
（スリージー）
千葉智久様
24 株式会社ＧＧＧ
代表取締役
31

水

曜日

火

千坂剛久様 苦難の中で学んだこと

津隈亮二様 明朗力

仙台東倫理法人会

仙台中央（倫）副会長
ブレイン・ワークス㈱ 代表取締役社長

曜日

大丈夫、働けます。

THU

木

WED

MS会場 宮城誠真短期大学 2号棟 0229-23-3220

成澤俊輔様 ～人と組織が幸せになる仕事のつくり方～

事務局022-357-0714
平日8:30 〜 13:30

DVD 研修
3
仙台太白（倫）事務長
東谷たちこ
様 得るは捨てつるにあり
10 奥州秋保温泉 蘭亭 女将
DVD 研修
17
会員スピーチ
24
青森県（倫）普及拡大委員長
31 八戸中央青果㈱ 代表取締役 横町芳隆様 朝礼こそが我社の経営の真髄
曜日

事務局0229-87-3445
平日13:00 〜 17:30

矢田辺 茂様
新入会員リレースピーチ
菅 真喜子様

MS会場 ホテル一景閣

水

曜日

火

小原富美子様 実践が状況を変える

25 大和ハウス工業㈱
Miel et Fleurs 代表

宮城県倫理法人会／〒９８０ ０
- ０１４ 仙台市青葉区本町一丁目３

佐々木千幸様 半信半疑の倫理指導

立石浩一様 倫理と短歌の相乗効果

整様 一ノ蔵の経営理念と酒づくり

年 月発行

優様 自分が変われば

鈴木

令和

寺嶋

18 ㈱一ノ蔵 代表取締役社長

ラポール

茂様 倫理を学んで

東日本大震災が弁護士業務

前田拓馬様 にもたらした影響

曜日

佐藤

震災と共に歩んだ創業

渡部哲也様 10 年を振り返って
村上力男様 あれから 10 年

木

WED

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

（倫） 相談役
11 気仙沼市
㈱あさひ鮨 代表取締役 会長

曜日

失うコトは悲しいコトだ

髙橋伸司様 けなのだろうか？

仙台中央（倫）普及拡大委員
㈱アップルファーム 代表取締役

木

事務局0220-22-6548
平日10:00 〜 16:00

曜日

会員スピーチ 企業体験発表

大崎倫理法人会

2 ㈱小池メディカル
北日本ブロック長
9 サロン ド ペレ 代表
（倫）幹事
16 登米市
西城酒店
23 倫理研究所 法人局 法人AD
（倫）研修副委員長
30 仙台太白
キャリアバンク㈱ 就職支援コーディネーター
TUE

伊東徹也様 不動心

一様 倫理を学んで

松枝秀雄様 今を活かす

千賀の浦倫理法人会

3
10
東海・北陸
17 倫理研究所
方面 方面長
24 ひだまり社会保険労務士事務所
代表
（倫） 副事務長
31 仙台中央
㈱L-PLANNERS 代表取締役

MS会場 ホテルニューグランヴィア 0220-22-8711

2 ㈱YOUTURN 取締役
（倫）拡大委員長
9 仙南
㈲名取電送 専務取締役
法人SV
16 倫理研究所
祇王運送㈱ 取締役 相談役
23
塾頭
30 宮城倫理経営塾
㈱千坂 代表取締役
TUE

相澤郁子様 短歌は幸せの法則の実践

登米市倫理法人会

（倫）研修委員長
2 千賀ノ浦
㈲貴伸 取締役
くりはら（倫）会長
9 AIG損害保険㈱
副塾頭
16 宮城倫理経営塾
寺嶋建設㈱ 代表取締役
（倫）幹事
23 法人L/宮古市
ササセンホーム 代表
（倫）研修委員長
30 岩手県
岩手クロスタニン販売㈱ 常務

TUE

石黒文夫様 やればできる努力がすべて

井上

仙台中央倫理法人会

MS会場 ホテルメルパルク仙台 022-792-8111

4

末永勘二様 古希雑感

私の人生、色彩と倫理に
色彩研究所 代表 鈴木奈美子様
出会い運命の輪が回る！
㈱クリフ 代表取締役 石山純恵様 ふくしまの今を語る～福島
福島県農家
藤田浩志様 で農業をするということ～

曜日

曜日

火

TUE

内田靖士様 家庭に愛を

THU

MS会場 ホテルグランドパレス塩釜 022-367-3111

0223-24-2525

水

2
（倫） 相談役
9 仙南
㈱イシグロコーポレーション 代表取締役
家庭倫理の会宮城/生活倫理相談士
16 しきなみ短歌講師
（倫）専任幹事
23 仙台広瀬
㈱あっぱれ 代表取締役
30

WED

木

MS会場 ホテル原田

倫理研究所 北海道・東北
方面 副方面長

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 メディアテック㈱Zoom併用

3
（倫）元会長/研修委員長
10 石巻市
㈱井上 代表取締役
17 教育業務部研究員
（倫） 会員
24 石巻市
いしのまき法律事務所 所長
（倫）親睦委員長
31 仙台宮城野
ジブラルタル生命ライフコンサルタント
曜日

仙南倫理法人会

石巻市倫理法人会

石巻市（倫） 元会長
末永海産㈱ 取締役会長

水

TUE

曜日

火

連日開催中！ 朝 6 時～

曜日

３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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