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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

「おもしろきこともなき世をおもしろく」
宮城県倫理法人会
会長

扇

功

これは幕末末期に活躍し、29 歳で亡くなるもその行動力と決断力がその名を残し、今な
お語り継がれる高杉晋作の辞世の句です。
現代文にすれば「面白くない世の中でも、面白く出来るか否かは自分次第」と読み替える
ことが出来ます。次々起こる事象を他人の視点に惑わされず、自己の視点でどう取り組む
のか？そう投げかけられているように思います。
毎日様々なニュースが流れ続け、一喜一憂しがちな昨今ですが、何事も前向きな気持ち
で取り組めば、誰しもその場の雰囲気を大きく変える力を持っていると思うのです。
私は守末紀生県相談役が県会長時代の 3 年に幹事長を務め、故林昭兵前会長の県会長代行
として 2 年、その後に県会長を拝命し 2 年を務めました。幹事長として 30 周年 3,000 社に取
り組み、この大きな目標に向かう時、県が組織として大きなシナジーを発揮するには何が
必要か？また、県会長代行の時代は故林昭兵前県会長のスローガン「ゆるぎない 3,000 社」の
目標を継承し、さらなる強い組織作りに取り組み、県会長任期中には五か年計画を策定し
て今日に至り、次年度より保坂浩一新会長にこの襷を渡します。
この幕末の英雄 高杉晋作の辞世の句に、高杉晋作をよく知る幕末の勤王家であった野村
望東尼は後半を付け加えました。
「すみなすものは心なりけり」
その意味は「結局のところ自分の心持ち一つ」とされ、尊皇攘夷の志士らしく、いつも苦
しみから活路を見出してきた高杉晋作の心持ちを描き、この短歌は完成されました。
どんな境遇にあっても、心持ちを明るく前向きに取り組み、何事をも楽しいものに変え
ていく視点で臨めば、意外な方角に活路が見出せることもあるでしょう。
すべては日々の心構え、私が学び続ける理由のひとつでもあります。
終わります。
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◆日時：令和３年６月３日（木）15：30 ～ 17：30
◆場所：パレスへいあん5Ｆ ◆参加人数：38名

県・青年

第２回倫理経営トークセッション

宮城県倫理法人会の行事・各委員会

県

令和３年６月３日、コロナ禍における倫理経営を
青年会員に深掘りする為に第二回倫理経営トーク
セッションを開催しました。
仙台はせくら倫理法人会相談役の株式会社深松組
代表取締役 深松

努さまの講話から始まった今回の

トークセッションは、深松様のこれまでのご苦労や、
それに対する方針、行動を講話して頂き、その後、
少人数のグループに別れ討論を致しました。
各グループに倫理経営卒塾生の方が一人いるよう
グループをわけリーダーになって頂き、なぜ自分た
ちは会社を経営しているのか、自分の仕事が社会に
貢献していることは何かと言う企業経営の根幹につ
いて異業種の方の意見を頂きながら、深掘りできた
のではないかと思います。
参加して頂いた会員の方々のコロナ禍に於いての
経営指針の一つにはなったのではないかと思いま
す。

（宮城県倫理法人会

宮城倫理経営塾 第５講

石井岳朗）

◆日時：令和３年６月19日（土）8：20 ～、
20日（日）5：30 ～
◆場所：茂庭荘 ◆参加人数：36名

県・塾

期

第

20

青年副委員長

6 月 19 日、20 日の両日、宮城倫理経営
塾 第 5 講が茂庭荘で開講いたしました。第
20 期もいよいよ最終仕上げの段階です。コ
ロナ禍の中集まっての補講が出来ない状態
で、スタッフは zoom やメールで塾生と連
絡を取りながら仕上げてきました。
「 経営計
画書」の仕上げが今回の目的であり、初日冒
頭には経営理念の再確認、その後経営計画
書の書き方、10 年後の会社のミッションの
発表など充実した講座が続きました。
19 日 最 終 講 座 と 20 日 の 最 初 の 講 座 は
『事業繁栄の倫理（みち）』について、千坂塾
頭から講話があり、塾生は倫理経営の大切
さを学びました。
最 終 日 の『 経 営 計 画 書 策 定 』で は 自 社 の
ミッションと戦略を全員発表していただき、
野口副塾頭の『リーダーシップとは』を最終
講座として行い、第 5 講を無事終えること
が出来ました。
『経営塾での感想』を塾生一人
一人からお話しがあり、我々講師陣も涙涙
の第 5 講となりました。

（宮城県倫理法人会 宮城倫理経営塾副塾頭 野口敬志）
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しきなみ短歌会だより

しきなみ

▼小松
久昭

倫理の実践

「沢山の笑顔と幸せありがとう」と
妻に手渡す薔薇を三輪

心掛けていることは、様々なことに挑戦して
いくことです。不安や緊張から新しくみえて
くるものがあると気づきました。これからも
活動を通じて少しずつ成長していければと思
います。
趣味：読書、音楽

気仙沼市倫理法人会

モーニングセミナー委員長

佐藤

良人

株式会社ケア・インターフェース
（介護事業）

居宅介護支援（ケア相談センターひまわり）と、
地域密着型通所介護（デイ倶楽部いぶし銀）
を行っています。
私たちの仕事はデイサービスでお年寄りの介
護することではなく、自宅で家族と心安らい
だ生活が送れるよう、デイサービスで一人ひ
とりの生活意欲を引き出すことです。自分勝
手な介護（仕事）とならないよう、「本を忘れ
ず、末を乱さず」、今を作ってくれたお年寄り
の方々の生活の支えとなれるよう、社員一同
頑張っています。

をご紹介します。

倫理 の達
人

シリーズ

白石蔵王倫理法人会

りんり

たつじん

趣味

車とヤギを飼う事
The Master
of Rinri
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仙台長町倫理法人会

八巻 正弘 副専任幹事
何の目標も持たぬまま役職を引き受けてお
りますが倫理歴だけは長い方だと思いま
す。
「継続は力なり」のことわざを信じて継
続しております。ちなみに、仙南さんの会員
様とのご縁で白石蔵王役員４名でダイエッ
ト始めました。結果をお楽しみに。
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亘

事務長

倫理法人会に入会し4年が経ちます。倫理
の学び素直に実践する事で、毎日楽しく過
ごせています。長町倫理法人会は若い会員
様が多く、活気ある会だと思います。
毎週MSにて会員の皆様に会うのがとても
楽しみです。
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県・

▼清野トモ子

倫理の実践

短歌会

信吾

本を忘れず、末を乱さず

わが社の取り組み

宮城法人支苑 歌会詠草」

朝さんぽ澄みきる空の静けさに
私のいい日今日も始まる

▼今泉

浩一

サトウ燃料
（小売業 燃料 住宅設備）

「令和三年六月度 しきなみ短歌会

二

スッと立つジャーマンアイリスの花びらが
ふわり広ごり振り袖のごと

▼立石

啓子

佐藤 政利

◆場所 ： 太白区「アトリエトモ」

三

ようやくの還暦の丘にのぼりきて
視界良好気分爽快

▼佐藤

研修委員長

◆日時 ： 令和三年六月十七日（木） 十四時～

四

田植え頃山吹きの花の黄色も鮮やかに
カエルの合唱水田に響く

これからも活動を通じて少しずつ
成長していければと思います。

石巻市倫理法人会

一

五

善祐

み ずかがみ

▼菅澤かおり

▼及川

はくうん

占いで「ついてない日」とあるけれど
「今日はいい日」と自分で決める

仙南法人支苑 歌会詠草」

宣幸

◆場所 ： 岩沼市中央公民館第五会議室

▼青木

五月晴れ白雲映す水 鏡
宮城の大地は新緑に萌ゆ

六

七

「令和三年六月度 しきなみ短歌会

沢山の笑顔をもっと見たいから
手間暇かけて仕上げる写真

◆日時 ： 令和三年六月十七日（木） 十八時～

一

文夫

健一

会員の趣味、特技。
我社の取り組みや、

▼石黒

▼小原

克子

会員

89 紹介

おだやかな初夏の日差しに目が覚めて
二
すがすがしさを今日も満喫

母の日に電話で感謝いざ発信
照れくさくなりラインで送る

秀樹

三

▼伊藤

いわ

母曰くいつ召されても悔いはなし
ワクチン予約必死に電話

▼石黒

四

母の日に「何がほしいのお母さん」
五
「夫婦仲良くそれが一番」

倫友

短歌

宮城県倫理法人会

仙台広瀬倫理法人会

宮城県倫理法人会の行事・単位法人会

単 会

Rapport

こども食堂の応援の仕方を教えます。
【ず むさた】という仙台広瀬倫理法人会オリジ ナルの zoom 企画に登壇し、認定
NPO 法人 全国こども食堂支援センター・むすびえでの活動から得た学びから『みな
さんが、地域社会の経営者だとしたら～こども食堂～というイノベイティブなムー
ブメントをどのように育て活用しますか？』をテーマにお話しました。
「こども食堂」という、目の前の子どもたち、地域の孤立した人たちをほっとけな
い人たちが立ち上げる草の根市民活動が、全国的に広がり現在約 5,000 箇所にまで
至っていること。そしてコロナ禍においても“つながり”を絶やさずと、フードパン
トリー（食材配布）等へと形を変えながらも活動が続いていることを共有しました。
人を助ける人の心そのものを表したと感じるこの活動の素晴らしさを倫理の仲間
と共感できたことに心より感謝してい
ます。講話終了後、こども食堂の応援
の仕方を教えて欲しいと多数の方々か
らお問い合わせ頂いたこともありがた
く感謝しています。
（仙台広瀬倫理法人会

会員

◆日時：令和３年４月 22 日（土）
◆場所：第 55 回目【ずむさた】

渋谷雅人）

仙台青葉倫理法人会

第1000回モーニングセミナー
◆日時：令和３年６月１日（火）
◆場所：ホテルメルパルク仙台

６月１日 第 1000 回モーニングセミナーが行われました。
「未来に旗を立てて」のテーマで、
（一社）倫理研究所 法人局 顧問 田中裕人さ
まより講話をいただきました。
田中顧問には当会設立の第１回プレモーニングセミナーにもお話をいただい
ており、1000 回という記念の会でもあり多くの方が参加されました。
学びと楽しさを両立しながら 2000 回、3000 回を目指していきます。

（仙台青葉倫理法人会

広報委員長

山本武弘）

仙台太白倫理法人会

設立20周年記念式典開催
◆日時：令和３年６月５日（土）
◆場所：パレスへいあん

2021 年６月５日、新型コロナウイルス感染症拡大により延期されていた仙台
太白倫理法人会 20 周年記念式典が仙台市のパレスへいあんにて開催されました。
当日は初めに 20 周年を祝う記念式典がおこなわれ、仙台太白倫理法人会が歩
んできた 20 年の紹介や、
（一社）倫理研究所や宮城県倫理法人会を代表して祝辞をい
ただきました。また、これまで当会の発展を貢献してくれた会員へ感謝状を贈る
など、厳かな中にも 20 周年達成の喜び溢れる式典となりました。
その後、基調講演が開催され、講師に元横綱・貴乃花光司氏をお迎えし、土俵
の心～日本の伝統・礼節～について講話をいただきました。
式典の結びに祝賀会開催し、梅川壱ノ介様による舞踊で開幕を飾っていただき、
サプライズとして安田ミュージックオフィスの皆様でジャズ演奏をご披露いただ
くなど、美味しい食事を味わいながら素敵な雰囲気を楽しんでおりました。祝宴
のフィナーレには、当会会員の数又利夫様と庄子功相談役の三味線演奏に合わせ
て、加藤節子様による民謡・大漁唄い込みに合わせて当会役員による踊りで閉幕
させていただきました。
（仙台太白倫理法人会

Rapport

専任幹事

石田拓郎）
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大崎倫理法人会

テーマ

学びの友のネットワークについて
◆講話：大崎倫理法人会

副専任幹事

中鉢

悟様

◆日時：令和３年６月 29 日（火）
◆場所：宮城誠真短期大学 ２号棟

学びの友のネットワークプロジェクトの経緯や取り組み
の解説を頂き、改めて大崎倫理法人会の 200 社を超える仲
間（会員）の存在に興味がわいてきました。それぞれが持つ
強み（個性）を知り、自社（自己）の成長に繋げられるきっか
けづくりを効果的に、中鉢プロジェクトリーダーが先導し
てくれていると感じました。これからどんどん会員情報が
アップされる事が待ち遠しいです。そして学びの友として、
信頼関係が深まり、活々とネットワークが繋がり合う事で、
更に素敵な会に発展していくだろうと想像し、ワクワクさ
せられました。
（大崎倫理法人会

広報委員長

大友

修）

仙台中央倫理法人会

ビューティーコーチが教える美しい人生の歩き方セミナー
仙台中央倫理法人会
「女性委員会」が中心となり企画した今

◆日時：令和３年６月 26 日（土）
◆場所：エルパーク仙台

回のイベントは 50 名のご参加を頂きました。190 名収容の
広い会場で感染防止対策を万全にした上での開催でした。
講師を務めていただいた株式会社 AZOTH 常務取締役 相澤
和子様によるセミナーは、単に
「歩き方」を教えるだけではな
く、自身をブランディングするための手段の一つとしての強
力な武器となる内容でした。参加された方々も実際に姿勢を
整え、歩き方のコツをお伝えいただき、会場内をランウェイ
ショーさながらに動く姿から
「自信」
が漲っている様子でした。
性別、年齢を問わず、会場が一体となって盛り上がった参
加型のセミナーとなりました。今回、全国大会の切符と手に
した常盤木学園女子サッカー部の皆さんも参加されていたの
で、全国の舞台でも今回のセミナー内容を活かした歩き方で
美しく勇ましい姿でピッチに登場していただきたいです！
（仙台中央倫理法人会

広報委員長

佐々木康）

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。
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宮城県倫理法人会
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13：30 ～ 15：00

広報委員会
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（Vol.358）

８月５日（木）
15：30 ～ 17：00

単会記事

「第327回定例役員会」 「役職者基礎研修」

石 巻 市 千 賀 の 浦 仙台宮城野
く り は ら 仙台はせくら あ さ ひ な

倫理の達人 大

崎 仙台若林

会員紹介 登 米 市 仙 台 青 葉

【会場】パレスへいあん

【会場】パレスへいあん

８月５日締切

※ 対象者：県役職者、単会二役、 ※ 対象者：県役職者、単会二役、
R04 正三役
R04 新正三役

８月５日（木）
17：30 ～ 19：30

県委員会の行事予定
しきなみ短歌会

８月19日（木）
12：00 ～ 16：00

「令和3年度 目標達成 「令和4年度宮城県
式典・祝賀会」
活動方針説明会」
【会場】パレスへいあん

宮城倫理経営塾
８月10日（火）
14:00 ～ 17:00

８月26日（木）13：00 ～

「８月移動例歌会」

「経営塾 総括会議」

【会場】メルパルク仙台

※ 対象者：県役職者、単会二役、 ※ 対象者：R04 県役職者正副三役、
R04 正三役
R04 正三役

【会場】誉旨（松島町） 日下 修
※対象者：しきなみ短歌会員

世話役

【会場】茂庭荘

千坂剛久
塾頭

※対象者：正副塾頭、講師陣

単位法人会の行事予定
①仙台中央倫理法人会
会員交流バーベキュー ８ 月 １ 日

11:00

倫理経営基礎講座 ８ 月11日
役

員

会 ８ 月12日

駅 前 清 掃 ８ 月15日

⑦気仙沼市倫理法人会

茂庭荘

会 ８ 月12日

18:30

18:30 県事務局セミナールーム

清 掃 活 動 ８ 月15日

5:50

7:50 ホテルメルパルク仙台

倫理経営基礎講座 ８ 月17日

18：30

6:00

役

員

18:30

清掃奉仕活動 ８ 月 １ 日
八幡家

役

員

役

員

会 ８ 月10日

7:00

ホテル原田

18:30 玉浦食彩館会議室

しきなみ短歌会 ８ 月19日

18:00 岩沼中央公民館

英 会 話 教 室 ８ 月25日

18:00 岩沼中央公民館

19:00

6:00

仙台駅東口

員

員

古川商工会議所

新旧役員交代式 ８ 月25日

18:30

定 例 役 員 会 ８ 月11日

仙台駅東口

員

員

会 ８ 月12日

仙台駅前清掃活動 ８ 月15日

漁亭 浜や

6:00

座 禅 体 験 会 ８ 月21日

8:00 曹洞宗 大蔵山 松源寺

役

員

会 ８ 月10日

19:00 コワーキングスペースSyu

倫理経営基礎講座 ８ 月18日

19:00 アクティブリゾーツ宮城蔵王

事務局 TEL 0224-24-3555

役員会、はせくら合宿 ８ 月 ６ 日

未定

未定

仙台駅前清掃 ８ 月15日

6:00

仙台駅前

事務局 TEL 022-217-0057

役

員

会 ８ 月20日

18:30

清 掃 活 動 ８月７日
未定

役

員

未定

ラポール 2021年８月号

会 ８ 月19日

6:30

未定

7:00 ベルサンピアみやぎ泉

事務局 TEL 022-217-0057

事務局 TEL 0224-86-5563

Rapport

未定

⑳あさひな倫理法人会

⑬さくら倫理法人会
員

会 ８ 月25日

事務局 TEL 022-217-0057

仙台駅西口

事務局 TEL 022-217-0057

役

仙台駅東口

事務局 TEL 022-217-0057

千賀の浦事務所

事務局 TEL 022-357-0714

18:30 県事務局セミナールーム

⑲仙台長町倫理法人会

18:00 県事務局セミナールーム
6:00

会 ８月６日

清掃奉仕活動 ８ 月21日

⑫仙台青葉倫理法人会
役

⑥千賀の浦倫理法人会

役

事務局 TEL 022-217-0057

さんわ

事務局 TEL 0229-87-3445

仙台駅西口

⑱仙台はせくら倫理法人会

6:00 太白区役所前広場
18:30

5:45

18:30 スマイルホテル仙台国分町3階 楓

⑰白石蔵王倫理法人会

7:30 スタジオ1951
6:00

18:30 県事務局セミナールーム

事務局 TEL 022-217-0057

事務局 TEL 022-217-0057

清掃奉仕活動 ８ 月 ８ 日

18:30 アインパルラ浦島

18:30

7:00 ホテルメルパルク仙台

⑪仙台太白倫理法人会

19:00

会 ８月９日

会 ８ 月13日

清掃奉仕活動 ８ 月21日

倫理経営基礎講座 ８ 月 ２ 日

倫理経営基礎講座 ８ 月23日

事務局 TEL 022-217-0057

単会事務局

ビアパーティー ８ 月 ７ 日

員

会 ８ 月25日

⑩仙台宮城野倫理法人会

⑤大崎倫理法人会

駅前清掃活動 ８ 月15日

⑯仙台東倫理法人会

清掃奉仕活動 ８ 月21日

事務局 TEL 0220-22-6548

役

18:30 泉区中央市民センター

オンライン

役

④登米市倫理法人会
会 ８月９日

泉中央駅前

18:30

事務局 TEL 0223-23-4591

員

⑮仙台広瀬倫理法人会
定 例 役 員 会 ８ 月10日

栞 の 勉 強 会 ８ 月11日
役

18:30 栗原市市民活動支援センター

ホテル一景閣

⑨仙台若林倫理法人会

書 道 教 室 ８ 月18日

役

会 ８ 月20日

6:00

会 ８ 月11日

事務局 TEL 0229-87-3445

事務局 TEL 022-217-0057

事務局 TEL 0225-92-5102

③仙南倫理法人会

員

一景島神社

⑧仙台泉倫理法人会

②石巻市倫理法人会

役

事務局 TEL 0226-22-1287

仙台駅西口

事務局 TEL 022-217-0057

定 例 役 員 会 ８月６日

⑭くりはら倫理法人会

ホテル一景閣

通算第357号

7

mail : info@rinri-miyagi.com

事務局022-357-0714
平日8:30 〜 13:30

THU

健様 お盆の過ごし方

MS会場 県事務局セミナールーム 022-222-7910

5

仙台広瀬（倫）女性副委員長
㈱東光高岳

12

会

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

三浦由美様 困難は未来からのギフト
休

会

25 塩釜JC理事長

田中大輔様 ～挑戦と責任

The Power Of JAYCEE

（倫）事務長
26 仙台泉
ソニー生命保険㈱仙台ライフプランナーセンター

宮澤幸秀様 人生横滑

4

㈱阿部伊組 代表取締役

阿部

THU

事務局0224-24-3555
平日9:00 〜 11:00

MS会場 アクティブリゾーツ宮城蔵王 0224-34-3600

0226-22-0602

隆様 あなたな～らどうする？

白石蔵王倫理法人会

5

仙台広瀬（倫）
蒼塵窯

３年間の地域おこしで学んだ

竹田祐博様 こと ～信成万事～

12 平間電設㈱

髙橋 敬様
会員スピーチ
平間常吉様

西間木恵理様 心とカラダを健康に保つ YOGA 講座

法人SV
18 倫理研究所
㈱アルファプランウェーブ 代表取締役

齊藤

法人SV
19 倫理研究所
SP. labo

佐藤英夫様 ターニングポイント

堀内一春様 前に進むためには、倫理は必要

（倫）副会長
25 くりはら
㈱丸辰産業 代表取締役

鈴木文男様 七転八倒 ～これまでの体験～

（倫）副事務長
26 宮城県
㈱L-PLANNERS 代表取締役

高崎悦子様 ･･ つつまれて ･･

菅野健徳様 倫理を続けている理由

今こそ自粛ムードから

宏様 自発モードに転換せよ

右田若葉様 褒めて伸ばす
山本園子様 地域事業と飲食店経営について

4

仙台泉倫理法人会

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

石巻市（倫）朝礼委員長
八木経営士事務所 所長

11

苦難や人から逃げてきた

八木寛彰様 自分と向き合えた時
休

会
ありがとうと言われる

安藤智子様 縁結びのお仕事

中澤拓摩様 逆境をはね返す 勝負を捨てるな

25 ㈱日本エコライフ 取締役副社長

引地大介様 ㈱日本エコライフ沿革について

WED

この時をどう進めていきますか？

5
12
19

会員スピーチ
倫理法人会役職者になって

休

会
富谷市しんまち地区の活性化を目指して

㈱ハチヤ（ハチヤミート店長）
定食屋HACCHIME 代表

蜂谷真望様 ～（新たなまち開き）の小さな一歩～

（倫）会長
26 あさひな
㈱テクニカルサービスオガワ 代表取締役

小川宗寿様 ２度の落選で修行中 奇跡が起こった

FRI

MS会場 ホテルメルパルク仙台 022-792-8111

4

土田寛夫様 第５条を失った男

仙台宮城野倫理法人会

MS会場 スタジオ1951 022-227-8080

6

ご縁紡ぎ大学仙台校
５期生

丹

13

大阪天王寺区（倫）幹事
仙台宮城野（倫）会員
㈱トキメキ投資教室 代表取締役

なかまつ小百合様 と反射鏡との私の格闘

瑠心様 生きる喜び

会員スピーチ

（倫）会員
18 仙台中央
㈱アップルファーム 代表取締役

渡部哲也様 過去・現在・未来

（倫）会長
20 弘前市
㈱0172 代表取締役

井上信平様 紹介します我社の社風

好きなことを仕事にしていくということ

（倫）青年副委員長
25 仙南
オーイズミ 代表

大泉雅史様 好きなことを仕事にするということ

（倫）専任幹事
27 仙南
㈱アプトジャパン 代表取締役

青木宣幸様 シンプルに生きる

１年間を振り返って

倫理の学びが財務を変える

仙台広瀬（倫）広報副委員長
WAK産業保険事務所 代表

（倫）専任幹事
25 登米市
㈱大樹 代表取締役

MS会場 スマイルホテル仙台国分町3階 022-261-7711

小笠原博美様 いつも心に太陽を！
休

会

齋藤郁恵様 心と体の健康から導く幸せ

20 栗原市南部商工会 会長

千葉キミ子様 私の履歴書

出会いを大切に可能性の

27 栗原地区地域おこし協力隊

加藤桂子様 地域おこし

阿部芳明様 輪を広げよう

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

FRI

022-393-8818

仙台はせくら倫理法人会

11

仙台中央（倫）
㈱仙台買取館 代表取締役

起業して分かった経営で
櫻井鉄矢様 一番大事な事

13

大村秀明様 許し合う心が和を築く

（倫）普及拡大委員長
18 あさひな
㈱ライフプラザパートナーズ仙台FA営業部

堀籠浩幸様 倫理に出会って10年で学んだこと

リポーター、ミス・
稲妻まどか様
20 元モデル、
ワールドジャパン宮城代表

深松

25

平澤

27 ㈱R-project 代表取締役

偶然の出会いがキャリアを創る―オンラインの

会

努様 SDGs による地域活性化

Rapport

仙台長町（倫）研修委員長
㈱平澤 代表取締役

6

章様 宮城倫理経営塾で学んで

ラポール 2021年８月号

通算第357号

仙台広瀬（倫）専任幹事
㈱あっぱれ 代表取締役

伊東徹也様 再出発
休

会
田舎娘が夢を実現できたわけ。

浅井英人様 宮城倫理経営塾を終えて

fax

０２２︵２２２︶１５２７

4

中澤智恵様 今を生きる

山崎賢治様 対話で拡がる純情（すなお）な心

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

仙台宮城野（倫）専任幹事
㈲鳳南 代表取締役

横田由美様 倫理を学んで ･･･

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

13

会

曜日

WED

6

100 分朝礼継続中。

くりはら倫理法人会

石巻市（倫）会長
㈱友善商事 代表取締役

金

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

池田 茂様
会員リレースピーチ
大内道隆様
休

曜日

仙台広瀬倫理法人会

11
18

FRI

MS会場 ホテル原田inさくら 0224-58-2525

アーサー㈱
メットライフ生命保険㈱

水

曜日

火

うつからの社会復帰
心の健康を考える
会員スピーチ
3年間を振り返って

4

事務局0224-86-5563
平日9:30 〜 12:30

家族が一番難しい～名優

℡０２２︵２２２︶７９１０

週一回のモーニングセミナーで快活な
生活のリズムを作る
経営者のためのビジュアル
コミュニケーション

さくら倫理法人会

曜日

WED

曜日

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

震災と共に 10 年を振り返って。

金

千葉雅之様 始まった倫理の学び

水

曜日

火

（倫）MS委員長
11 あさひな
㈱大崎防災 代表取締役社長

仙台青葉倫理法人会

休

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

8

８ 及川パークビル７Ｆ

倫理と短歌の相乗効果
と経営理念

事務局022-217-0057
平日9:00 〜 17:30

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

曜日

022-245-5141

仙台若林倫理法人会

あさひな倫理法人会

宮城県（倫）MS副委員長
ヒロFPオフィス 代表

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

水

曜日

火

宮崎行生様 やればできる子と言われつづけ･･･

（倫）会員
18 仙南
㈱シライコーポレーション

THU

曜日

丸山

実様 大切なもの

木

WED

曜日

事務局0229-87-3445
平日13:00 〜 17:30

㈱エコー設備工業

３

宮城県倫理法人会／〒９８０ ０
- ０１４ 仙台市青葉区本町一丁目３

MS会場 ホテル一景閣

事務局0226-22-1287
平日13:00 〜 16:00

曜日

気仙沼市倫理法人会

亘様 想い（愛）が未来を創る

年 月発行

吉田

木

19 仙台長町（倫）事務長

WED

357

令和

佐藤

仙台東倫理法人会

ラポール

大久晃功様 倫理の学びと実践

小川宗寿様 二度の落選から修行中に起きた奇跡

MS会場 ホテルメルパルク仙台 022-792-8111

8

（倫）相談役
26 仙台中央
株式会社国際ツーリスト仙台 代表取締役

（倫）会長
18 あさひな
社会福祉法人永楽会 理事長

MS会場 宮城誠真短期大学 2号棟 0229-23-3220

（倫）専任幹事
3 仙台東
㈱エムズ工業 代表取締役
（倫）会員
10 仙台広瀬
NPO法人ハーベスト 代表理事
17
法人SV
24 倫理研究所
㈱綜和 代表取締役
（倫）相談役
31 仙台はせくら
㈱深松組 代表取締役社長

渥美秀明様 正義と力と感謝と

DVD研修

（倫）MS委員長
3 宮城県
㈱庄司製作所 代表取締役 庄司 大様
代表
10 株式会社AZOTH
トータルビューティーコーチ 相澤和子様
（倫）会長
17 仙台中央
㈱有坂会計 代表取締役 有坂信彦様
東北地区事業責任者兼リヴァトレ
吉田淳史様
24 仙台本町センター長
精神保健福祉士/公認心理士
仙台青葉倫理法人会三役
31 経澤 進様、鈴木 礼様、角張孝則様

TUE

19 女川町 ボランティアダイバー

望様 親の子になる

11

松岡慎一郎様 倫理を学んで

（倫）監査
3 宮城県
㈱エフ・エム・ティ 代表取締役 天間惠美子様
（倫）幹事
10 仙台宮城野
ジブラルタ生命保険㈱ ライフプランコンサルタント 立石浩一様
（倫）会長
17 仙台太白
農事組合法人 ゆめ工房小坂 理事 後藤達也様
様 佐藤大輔様
24 田代和輝
永田幸恵様 高田知加様
仙南（倫）幹事
31 オーイズミ 代表 大泉雅史様

TUE

西城順子様 まさかからみえた風景

高橋正祥様 女川の海に潜り続ける理由
高松康雄様 （わけ）／妻を迎えに

曜日

牧野正久様 震災で学んだこと

東谷たちこ様 17 カ条を学び、実践力を高める
三田

休

0220-23-1755

大崎倫理法人会

法人SV
3 倫理研究所
㈱ビッグ東北 代表取締役
仙台広瀬（倫）普及拡大副委員長
10 元気と情熱㈱ 専務取締役
（倫）会員
17 大崎
創作料理 誠 代表
（倫）会長
24 白石蔵王
㈲斎藤工業 代表取締役
仙台はせくら（倫）青年副委員長
31 ㈲ディンゴ 代表取締役

TUE

11

水

TUE

曜日

火

（倫）会長
3 気仙沼市
㈱マキノ運輸 代表取締役
あさひな（倫）事務長
10 ㈱杜都総合保険事務所 代表取締役
（倫）専任幹事
17 さくら
ソニー生命保険㈱ ライフプランナー
（倫）会員
24 安積野
YOGA&LifeUP Produce 代表
（倫）副会長
31 宮城県
拓建技術㈱ 代表取締役

5

法人局 法人AD
12 倫理研究所
株式会社三田商会 代表取締役

千賀の浦倫理法人会

㈱ごんきや 販売課長

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

木

MS会場 若鮨はさま館

事務局0220-22-6548
平日10:00 〜 16:00

曜日

登米市倫理法人会

4

仙台中央倫理法人会

仙台太白（倫）事務長
奥州秋保温泉 蘭亭 女将

MS会場 ホテルグランドパレス塩釜 022-367-3111

曜日

曜日

火

TUE

剛様 得るは捨つるにあり

（倫）相談役
25 石巻市
㈱渥美自動車 代表取締役

水

寺嶋 優様 自分が変われば
3
小野寺中小企業診断士事務所
小野寺哲様 財務マネジメントと改善事例
10
白石市（倫）副会長
17 ㈲高橋組 代表取締役 髙橋幸真様 人生を変えた出会い
会員スピーチ 企業体験発表
24
仙南（倫）専任幹事
31 ㈱アプトジャパン 代表取締役 青木宣幸様 「が」を捨てて「げ」で生きる

石橋

（倫）女性委員長
18 登米市
西城酒店

0223-24-2525

宮城倫理経営塾 副塾頭
寺嶋建設㈱ 代表取締役

THU

MS会場 メディアテック㈱Zoom併用

森下千里様 芸能生活の苦労と喜び

WED

宮城倫理 YouTube 検索

木

MS会場 ホテル原田

事務局0223-23-4591
平日9:30 〜 12:00

事務局0225-92-5102
平日9:00 〜 16:00

11 民主党宮城県第五選挙区
支部 支部長

曜日

仙南倫理法人会

石巻市倫理法人会

㈱ハイブリッドラボ
取締役社長

水

TUE

曜日

火

連日開催中！ 朝 6 時～

4

曜日

８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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