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さいりん
後継者倫理塾第17期スタート
運営責任者が意気込みを語る！
冨 田 英 則 後継者倫理塾長
原 田 勝 弘 運営委員長

埼玉県倫理法人会
公式サイト

地区紹介2：南部地区

秩父夜祭 ユネスコ無形文化遺産にも登録された秩父神社の例祭。毎年12月1日から6日に行われ、12月2日が宵宮、12月3日が大祭となります。300年以上の歴史があ
り、国の重要無形民俗文化財に指定されています。撮影者：寄居・秩父倫理法人会 柴崎猛法人アドバイザー

埼玉県倫理法人会・10,000社スローガン

倫理を正しく学び、実践し、伝えて！ 伝えて！ 伝えきろう！
！

日︑東松山市の紫雲閣において︑第

19

期後継者倫理塾がスター

名の塾生が顔を合わせました︒

10

17

﹁自己革新と感謝力﹂を
持つ人に育てたい

月

トしました︒最初に入塾式が行われ︑

冨田塾長と原田運営委員長に意気込みをうかがいます︒
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冨 田 英 則 後継者倫理塾 塾長

まずは自分の親・祖先を知り、会社の生

修了率100％を達成できるようオールス

い立ちを知ることで、感謝力を養い、自

タッフで塾の運営をして参ります。

己革新力、実践力を身につけていっても
らいたいと思います。

高い意気込みと志を持った塾生ば
かりでこれからが楽しみ

塾生よりも運営スタッフのほうが
学びが大きい

編：今回の塾生の顔ぶれにどのような印

編：1年間どんなことに気をつけて運営

冨田

していこうとお考えですか？

者の後継者として社長になっている方、

冨田

編：今年度のテーマを教えてください。
冨田

私は埼玉県倫理法人会が平成15年

9月に後継者倫理塾をスタートした時に、
1期から3期までの運営に携わっていまし
たが、それ以降の後継者倫理塾にはほと
んど関わっていませんでした。昨年度ま
で、小池・花谷コンビで素晴らしい塾運
営をされているのを見せていただき、今
期は前年度のテーマを踏襲して「自己革
新と感謝力」としました。
後継者倫理塾では、創業者の精神を引
き継ぎ、倫理経営を正しく理解・実践し
て健全な企業経営を推進する後継者の育
成を図るとともに、倫理法人会活動を通
して人間力を培い、地域社会の発展に寄
与する人材の養成を目的としています。
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今期の塾生の中には、すでに創業

今期、運営スタッフとして原田勝

市議会議員やNPO法人の代表として地

弘運営委員長をはじめ24名の卒塾生が手

域に根付いた活動をされている方、近い

を挙げてくれました。
「寄ってたかって塾

将来、社長の後継者あるいは幹部となる

生を育てる」
。これも昨年と同様、運営ス

べく信任されている方など立場はそれぞ

タッフのテーマです。実は、塾生の時よ

れですが、皆さん志（こころざし）をしっ

りも、卒塾後運営スタッフになってから

かりと持たれて、将来の自分や家族のこ

の学びのほうが大きいと思います。塾生

と、会社のことを真剣に考え、学んでい

は塾長や運営スタッフの後ろ姿を見てい

こうという意気込みを持った塾生たちば

ます。まずは、塾生のお手本となるよう

かりです。

に運営スタッフが挨拶、返事、後始末、

前年度の「自己革新と感謝力」を
踏襲しました

象をお持ちでしょうか？

今回、塾を開催するにあたり、塾生を

時間や約束を守るといった基本動作を

送り出していただいた派遣責任者（本人

しっかりと実践してみせることです。運

を含め）お一人おひとりと面談をしまし

営スタッフの皆さんには、お仕事をやり

た。社長（創業者）の思い、願いが塾生に

繰りしながら、また所属単会での倫理活

伝わり、来年7月の修了式で喜び合える

動をされながらの運営でご苦労も多いと

姿を目に浮かべ、1年間塾生に寄り添って

は思いますが、
17期生10名が出席率100％、

いきたいと思います。

きます。まず運営委員と一つになれるよ

原田

う信頼関係を築くことがとても重要で

す。塾長が掲げている塾のテーマ「自己

す。横、縦の軸を強固にし、塾長に安心

革新と感謝力」を身につけるためには、

編：今の抱負をお聞かせください。

して方針を決めていただく形を取り、愛

自己開示が不可欠です。自分自身を振り

原田

情でフォローアップしていきます！

返り、本を知る。それをアウトプットし

どんな時でも明るく、どんな時で
も学びの場

私にできることは限られていま

す。その中でどうやって運営していくか
が重要だと考えています。私の抱負はど
んな時も「明るく明るくもっと明るく・

役を守り、役に徹し、役を超えな
い組織運営

ひとことで言うと「自己開示」で

ていくことで新たな自分を発見する。実
践項目が見えてくる。実践する。気づき、
学ぶ。その繰り返しが塾生にはとても大

素直に・魂を込めた運営」です。いろい

編：運営委員のみなさんをまとめるにあ

事だと考えております。そして貴重な時

ろな苦難が塾生と運営委員に降りかかっ

たって、気をつけていることは？

間を過ごした塾生同士の絆が深まるのが

てきます。だからといって立ち止まるこ

原田

実は一番嬉しいことです‼

とは許されません。どんな時でも明る

つです。1つは「役を守り、役に徹し、役

く、どんな時でも学びの場。ここにいら

を超えない」組織運営です。自分自身も

れることに感謝し、魂を込めて塾生と向

そうですし、運営の方にも組織として動

き合っていきます‼

く以上、役を超えない超えさせない運営

運営委員会と一つになれるように
信頼関係を築きたい

私が特に気をつけていることは2

は非常に重要ですので意識していただい
ております。もう1つは、塾生の模範者
として当たり前のことですが、所作・言

編：塾長をどのようにフォローアップし

動に塾生の時以上に注意することです。

ていこうとお考えですか？

私自身、これについては意識していま

原田

す。

塾の環境作りでフォローアップし

ていこうと考えております。運営委員長
の仕事は塾長の方針を具現化することで
すが、それは私一人ではできません。運
営委員を通してはじめて具現化されてい

自己開示から始まる実践と気づき
の繰り返しを体験してほしい
編：塾生へのアドバイスをお願いします。

原 田 勝 弘 運営委員長
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地 区 紹 介 2

渡辺

南部地区のイベント

％〜
％

40

所 属 単 位 倫 理 法 人 会

川口市倫理法人会
清 水 宏之 会長

新入会員オリエンテーションのご案内
南部地区では、新入会員様向けにオリエン
テーションを開催しています。倫理の学び
と会の活動を正しく理解して頂く絶好の機
会です。ぜひ、ご参加ください。
日時：12 月 10 日（火）18:30 〜
会場：武蔵浦和コミュニティセンター

新座・志木倫理法人会
新井

弘 会長

朝霞市倫理法人会
上 田 昭憲 会長

とだわらび倫理法人会
西 井 正憲 会長

ヤ セ 騎 士 副地区長
お笑いタレント
27歳で起業し最高８社の会社を持
つ青年実業家として成功するも、倒
産、自己破産、離婚等、様々なことが
起こり自殺を図る。
この時に一度死ん
だと思い、本当に自分の好きなことを
やろうとお笑いの道に。
倫理を学び、
公私共に充実し仕事も6倍に。
笑いで
倫理に恩返しをします。

遠 藤 浩 司 副地区長
ＡＲＣＨＥ代表
私にとって倫理法人会は学びの場として貴
重な存在です。どれだけ年齢を重ねても成長
に終わりはなく、多くの刺激をいただいてい
ます。ここでは一人の人間として各々が対等
に接し、交流を深めることが可能です。素晴
らしい仲間との出会いは心の栄養剤、週一回
のモーニングセミナーは自分を励ます応援団
のようなもの。だからまずは自身を磨かねば！

引 地 智 宏 地区幹事
(有）竹野戸田の渡し代表取締役
令和2年度南部地区幹事を拝命いたしまし
た、とだわらび倫理法人会所属の引地智
宏でございます。先人の方々が現在までに
精進して行ってきた倫理活動、倫理運動
を更に押し進め川口、とだわらび、朝霞、
新座、志木の企業や経営者に倫理の良さ
を深く伝えられる様、地区長と心を一つに
し明朗、愛和、喜働で努めてまいります。
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第15回活力朝礼コンクールに出場！

コメット株式会社
仕事への意欲を高め「今日一日がんばろ
う！」と元気！を引き出す活力朝礼。
第15回の活力朝礼コンクールには、厳しい
地区予選を勝ち抜き、南部地区の代表とし
てコメット株式会社が出場し、素晴らしい
朝礼を披露しました。

◆ 地区スローガン

根明ＮＯ １
. でさわやかに活動する！

南部地区各単位倫理法人会のモーニングセミナーで︑会員数の

の参加率を目標とし︑未会員の参加を積極展開し入会していだだきます︒

南部地区は県南の川口、蕨、
戸 田 の3市 と 県 西 部 の 新 座、
志 木、 和 光、 朝 霞 の4市 で な
る地区会です。
地区の特徴としては倫理を
愚直に実践している経営者が
多く存在しており、他の地区
と比べ比較的真面目な感じに
思えますが、今年度より埼玉
県倫理法人会NO.1
（背の高さ）
の渡辺地区長を迎え更に大き
く成長しようとしております。
令 和2年度は県方針に沿っ
た仲間づくりの推進と各単会
の会員間の積極的な交流、地
区会における横の連携により、
明るく楽しくそしてエンター
テイメントな南部地区主催の
イベントを、渡辺地区長と共
に積極的に行ってまいります。

倫理法人会の活動を通して︑会員間の交流が活発な南部地区︒連携の強みを活

南部地区の特色

かした仲間づくりの成果が着実に現れている︒

活気溢れるモーニングセミナー

各種イベントを実施し︑会員間の絆を深める

南部地区

女性会員の仲間づくり、ゆかた祭り

仲間づくりの取り組み

南部地区各単会のモーニングセミナーで、
会員数の30％〜 40％の参加率を目標とし未会
員様の参加を積極展開し仲間づくりに繋げま
す。そして地区のあらゆる行事において女性
会員の参加を拡大し、女性会員の仲間づくり
を推進します。
また、職場の教養配布を積極的に根気強く
配布することにより職場や家庭に役立つ意識
をもっていただき、モーニングセミナーの参
加に繋げてまいります。同時に既存会員様に
職場の教養を使用した朝礼研修や地区朝礼コ
ンク−ルに参加していただき、朝礼導入の企
業拡大を図り明るい活力ある職場の輪を広げ
ます。
地区のイベントとして新入会員オリエン
テーションや研修会、ゴルフ大会や茶会など
様々な企画で未会員企業の参加を推進し、埼
玉県倫理法人会のスロ−ガン！『倫理を正し
く学び、実践し、伝えて！伝えて！伝えきろ
う?』を合言葉に皆さんとともに走りぬきたい
と思います。

さいりん 113 号 P5 さいたま市地区倫理 17000 企業の表記に一部間違いがありました。訂正させていただきますとともに、謹んでお詫び申し上げます。
誤）株式会社大和不動産 代表取締役小山陽一郎 正）株式会社大和不動産 取締役会長小山福松
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弘 地区長

株式会社ワタコン代表取締役社長
平成4年に倫理法人会に出会い27年。倫理
の大ファンです。この会の魅力は、モーニン
グセミナ−で自身がリセットでき、明日の活力
が沸くことと、多くの会員相互のコミュニケー
ションが活発に行われることです。ぜひ多く
の経営者の皆さんに会の良さを知っていただ
きたい。南部地区は4単会で構成され今年度
３７５社を目標にイキイキと活動いたします。

TOPIC

埼玉県倫理法人会・単位法人会のあゆみを知ろう
昭和57年 8月26日
昭和58年 3月26日
昭和59年 4月29日
昭和59年 5月27日
昭和59年 6月24日
昭和59年 7月29日
昭和59年 8月26日
昭和59年 8月30日
昭和60年 4月29日
昭和61年 7月27日
昭和62年 6月28日
平成 4年 4月 4日
平成 4年 6月12日
平成 4年11月11日
平成 4年11月23日
平成 5年 5月15日
平成 6年 7月 9日
平成 6年 7月21日
平成 7年 7月 8日
平成 7年11月12日
平成 8年 8月29日
平成 9年 3月 1日
平成 9年 6月10日
平成 9年 8月16日
平成 9年 8月30日
平成 9年 8月31日
平成 9年11月12日
平成 9年11月21日
平成10年 5月10日
平成10年 6月18日
平成10年11月20日
平成11年 3月24日
平成11年 6月22日
平成11年 8月 6日
平成11年 8月 8日
平成12年 3月24日
平成12年 6月15日
平成12年 7月19日
平成12年 7月25日
平成12年 9月30日
平成12年10月 7日
平成13年 2月24日
平成14年 4月29日
平成14年 8月 4日
平成14年 8月24日
平成15年 6月11日
平成15年 6月29日
平成15年 8月30日
平成16年 3月 9日
平成16年 6月 5日
平成16年 7月 2日
平成16年 6月12日
平成16年 8月 6日
平成16年 7月10日
平成16年 8月 8日
平成17年 4月24日
平成17年 8月 5日
平成17年 8月10日
平成17年 8月20日
平成18年 4月29日
平成18年 5月28日
平成18年 7月22日
平成18年 7月25日
平成19年 1月31日
平成19年 1月23日
平成19年 4月29日
平成19年 5月12日
平成19年 5月13日
平成19年 5月21日
平成19年 5月27日
平成19年 6月 5日
平成19年 6月14日

埼玉県倫理法人会第1回設立実行委員会
埼玉県倫理法人会設立
久喜市倫理法人会設立
東部準倫理法人会開設
川口市倫理法人会設立
浦和市準倫理法人会開設
大宮（現・さいたま市大宮）倫理法人会設立
三郷市準倫理法人会開設
熊谷市倫理法人会設立
秩父市準倫理法人会開設
東部（現・越谷市）倫理法人会昇格
古河準倫理法人会開設
浦和（現・さいたま市南区）倫理法人会昇格
古河倫理法人会昇格
庄和町準倫理法人会開設
新座市準倫理法人会開設
三郷市倫理法人会昇格
東松山市準倫理法人会開設
川越市倫理法人会設立
東松山市倫理法人会設立
草加市準倫理法人会開設
所沢市倫理法人会設立
上尾市倫理法人会設立
蓮田市倫理法人会設立
草加市倫理法人会昇格
新座市（現・新座・志木）倫理法人会昇格
本庄市準倫法人会開設
西入間準倫理法人会開設
東入間倫理法人会設立
行田市倫理法人会設立
鴻巣市（現・鴻巣・北本）倫理法人会設立
春日部市倫理法人会設立
西入間（現・飯能市）倫理法人会昇格
本庄市倫理法人会昇格
蕨･戸田準倫理法人会開設
岩槻市（現・さいたま市岩槻区）倫理法人会設立
さいたま新都心倫理法人会設立
加須市準倫理法人会開設
朝霞市準倫理法人会開設
朝霞市倫理法人会昇格
幸手市準倫理法人会開設
坂戸市準倫理法人会開設
深谷市準倫理法人会開設
深谷市倫理法人会昇格
蕨･戸田倫理法人会昇格
桶川市準倫理法人会開設
狭山市倫理法人会設立
吉川市準倫理法人会開設
東埼玉準倫理法人会開設
八潮市倫理法人会設立
桶川市倫理法人会昇格
加須市（現・加須・羽生）倫理法人会昇格
坂戸市倫理法人会昇格
浦和中央準倫理法人会開設
幸手市（現・幸手・杉戸）倫理法人会昇格
浦和中央（現・さいたま市浦和区）倫理法人会昇格
吉川市（現・吉川・松伏）倫理法人会昇格
さいたま市中央倫理法人会設立
浦和西準倫理法人会開設
寄居準倫理法人会開設
ふじみ野市準倫理法人会開設
川口・鳩ヶ谷準倫理法人会開設
入間市準倫理法人会開設
浦和西倫理法人会昇格
北本市準倫理法人会開設
寄居倫理法人会昇格
北本市倫理法人会昇格
比企準倫理法人会開設
日高市準倫理法人会開設
さいたま市見沼準倫理法人会開設
富士見・三芳準倫理法人会開設
入間市倫理法人会昇格

埼玉県倫理法人会35周年誌参照

県認可No.11
認可No.10
認可No.12
認可No.15
認可No.20
認可No.43
認可No.100
認可No.111

平成24年、茨城県へ。
平成11年3月、春日部市倫理法人会へ。

認可No.122
認可No.133
認可No.136
認可No.149
認可No.155
認可No.158
認可No.160
認可No.161

認可No.172
認可No.175
認可No.183
認可No.188
認可No.193
認可No.198

平成18年5月、ふじみ野市準倫理法人会へ。

認可No.220
認可No.231

認可No.253

認可No.325
認可No.332

平成19年8月、蕨市の名称に。

認可No.359

認可No.389
認可No.394
認可No.390
認可No.401

平成23年、鶴ヶ島倫理法人会へ。

認可No.402
認可No.416
認可No.433
認可No.435

平成24年9月、さいたま市大宮区倫理法人会へ。

平成20年8月、新座市倫理法人会へ。

認可No.494

平成25年、さいたま市南区倫理法人会へ。

認可No.503
認可No.505

平成25年9月、鴻巣市（現・鴻巣・北本）倫理法人会へ。
平成22年9月、飯能市倫理法人会へ。令和元年9月1廃止。

認可No.516
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TOPIC

平成19年
平成19年
平成19年
平成19年
平成19年
平成19年
平成19年
平成19年
平成20年
平成20年
平成21年
平成21年
平成23年
平成23年
平成23年
平成23年
平成24年
平成24年
平成24年
平成28年
平成29年
令和 元 年

7月 7日
7月15日
7月30日
8月 5日
8月 6日
8月11日
8月24日
8月25日
7月 7日
8月 8日
5月20日
5月30日
6月25日
7月16日
7月27日
8月 8日
6月26日
7月 8日
7月23日
7月28日
7月18日
8月23日

鶴ヶ島市準倫理法人会開設
羽生市倫理法人会昇格
和光市準倫理法人会開設
寄居・秩父倫理法人会設立
さいたま市見沼（現・さいたま市見沼区）倫理法人会昇格
戸田市準倫理法人会開設
東埼玉（現・久喜・栗橋）倫理法人会昇格
志木市準倫理法人会開設
鶴ヶ島市（現・西入間）倫理法人会昇格
さいたま市中央区倫理法人会設立
川越市中央準倫理法人会開設
さいたま市緑準倫理法人会開設
比企倫理法人会昇格
戸田市（現・とだわらび）倫理法人会昇格
志木市倫理法人会昇格
古河・境倫理法人会設立
さいたま市緑さいたま美園
富士見・三芳（現・東入間）倫理法人会昇格
川口・鳩ヶ谷倫理法人会昇格
白岡準倫理法人会開設
さいたまみその準倫理法人会開設
さいたま美園倫理法人会昇格

認可No.531

平成24年9月、加須・羽生倫理法人会へ。
平成22年4月、朝霞市倫理法人会へ。

認可No.534
認可No.535
認可No.540
認可No.560
認可No.573

平成24年9月、さいたま市浦和区倫理法人会へ。
平成23年8月、富士見・三芳（現・東入間）倫理法人会へ。

認可No.680
認可No.688
認可No.691
認可No.700
認可No.723
認可No.726
認可No.729

平成26年9月、川口市倫理法人会へ。

認可No.830

昇格時に「さいたまみその」から「さいたま美園」に名称変更。

平成24年、新座市（現・新座・志木）倫理法人会倫理法人会へ。
平成24年8月、茨城県へ。
平成25年9月、さいたま市浦和区倫理法人会へ。

アジアのタグボートになろう！
第 4 回 日本台湾倫理経営交流会は大成功で終えました
10月19日〜 21日、日本台湾倫理経営交流会が台湾で開催され
ました。

林鉄道、日の出や雲海などを見学する予定です。ぜひ、皆様のご
参加をお待ちしています。

初日は、鼎泰豊の小籠包でお腹を満腹にした後、烏来など台湾
を観光。夕方からは、圓山大飯店で歓迎会が行われました。翌日、
台北のランドマークでもある101ビルを見学した後、講演会の会
場へ移動。倫理研究所前原幸生監事の講演会で学びを深めまし
た。その後、日本から参加した12名は、十七箇条斉唱、セブンア
クト斉唱、活力朝礼の実演などを披露し、台湾の倫友から盛んな
拍手を浴びていました。
次回の日本台湾倫理経営交流会は2020年10月24日〜 26日の
日程で行われます。標高2,600ｍの台湾阿里山を登り、阿里山森

入間市倫理法人会 入間万燈まつりで地域貢献
入間市最大の市民まつりである「第41回入間万燈まつり」が、
10月26日(土)、27日(日)に行われました。秋晴れに恵まれ、両
日約22万人の人出となりました。会場である産業文化センター
周辺には、市内各団体の山車や御輿が集合し盛大に賑わいまし
た。
この祭りに参加した市民各種団体は約300を数え、それぞれ
が所属団体の活動についてのPRのための趣向を凝らしたブース
を設えて、祭りを盛り上げ、入間万燈まつりのもう一つの目玉
となっています。
西部地区の入間市倫理法人会のメンバー 127名も、それぞれ
の所属団体の担当として（吉沢誠十会長は建設会ブース担当・
忽滑谷相談役はロータリークラブ担当）大いに活躍され、存在
感を発揮されるとともに、地域に貢献した2日間となりました。
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「宝物をたくさんいただいた2年間でした」
埼玉県倫理法人会 第12代会長掲額式
10月29日、埼玉県倫理法人会第12

たな一枚が掲げられました。
同 日 は、 掲 額 式 が 行 わ れ る 前 に、

代会長掲額式が、県事務局2階の会議
室にて挙行されました。

前年度の会計監査が行われ、帳簿並

蓮実利勝法人局顧問や歴代会長、

びに関係証票書類に基づき監査が行

現常任役員の皆様が出席するなか、

われ、会計基準にのっとり適正に処

前会長である小滝敏郎相談役による

理されていることが確認されました。

除幕が行われました。小滝相談役は
「大変な2年間でしたが、裏を返せば
いい物をいっぱいいただいた2年間で
した。この2年間で得た経験は私の宝
物です」と述べ、2年間を振り返りま
した。歴代会長の写真が並ぶ中、新

幸せの道づくりイブニングセミナー開催
さいたま市見沼区倫理法人会
さいたま市見沼区倫理法人会では、10月29日に新
規区倫理法人会相談役の新倉かづこ様を講師としてお
迎えし、イブニングセミナーを開催しました。
男性会員が多いさいたま市見沼区倫理法人会のセミ
ナーでも、この日は参加者の半数は女性で満員御礼。
華やかな雰囲気の中、新倉様の経験に基づいた女性
ならではの視点での家庭円満やコミュニケーション向
上の秘訣に加え、根底にある女性心理をお話頂きまし
た。セミナー中に実践を決意してセミナー直後に実践
した参加者から、懇親会で実践体験報告もあり、セミ
ナーは盛会となりました。

仲間づくりの力強い味方・女性委員会始動！
今年度は70社の普及とモーニングセミナー出席者の15％を

次回、第2回は12月9日11時より、埼玉グランドホテル深谷

女性会員とすることを目標に掲げる女性委員会。当委員会が主

において、現代礼法研究所代表・岩下宣子氏を講師としてお招

催するセミナー・イベントなどに参加し、倫理法人会に入会さ

きし、テーマ「心の化粧」の講演が行われます。皆様ぜひご参

れた方が多数という非常に強い影響力を持っている委員会です。

加ください。参加したい男性の方は奥様やお嬢様、または未会

「花は君へ」でおなじみの花輪喜美江新委員長率いる第1回委

員の女性の方をお連れください。

員会が10月21日に開催。講師は久慈須美
子前女性委員長。65名を集め盛大に行わ
れました。
久慈前委員長が倫理の学びと出合い、
そこからご自身にどんな変化がおこり、
人生にどう影響したのかをひとつひとつ
丁寧に、また誠実に、出席者に語りかけ
るようにお話しになっていました。
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会員紹介

〜 久 喜・ 栗 橋 倫 理 法 人 会 〜
理部門全般に携わり、企業経営を学ぶ民間経験をさせていただ

久喜市議会議員

きました。これまで多くの方との出会いやご縁により、今の自

新井 兼

分を育てていただいたと実感しています。
私は、倫理法人会に入会して新しいチャレンジができる、大

倫理法人会との出会いは、約６年前よりモーニングセミナー

きなチャンスがきたと思っています。

や倫理経営講演会にお誘いいただき、参加してきたことがきっ

この度、令和元年７月に久喜・栗橋倫理法人会に入会致しま

かけです。様々な倫理体験を聴

した。単会では幹事として、県では広報委員会委員として、41

き、実践と倫理体験を疑似体験

歳の若輩者ではありますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願

することにより、自らの実践に

い申し上げます。

生かすことができます。そして

家業は親の代から自働車板金塗装の小規模事業者で、現在は

「はい！喜んで！」と実践により、

久喜市の市議会議員としての職を拝命しております。大学卒業

自分が変わることによって、周

後、国立研究開発法人科学技術振興機構の職員として科学技術

りが変わる倫理体験をこれから

政策に携わり、また越谷市役所の職員として地域医療政策に携

も学んでいきたいと思います。

わり、国と地方の行政経験を約10年間させていただきました。
その後、ITベンチャー企業・バリオセキュア株式会社にて、管

〒340-0204 埼玉県久喜市上川崎315-4
TEL/FAX:0480-30-6945

倫理法人会会員特典
■倫理指導
（経営アドバイス）が受けられます
無料で、経営、家庭、人間関係等の悩みについて指導を受けることができます。 純粋倫理から外れている部分を見つけ、正し
い道筋を指摘してもらえます。指導を実践することで、人生観、人間性に変化が現れ、正しい方向に改善されたという体験をされ
107号で「倫理指導」とは何か？と題した特集記事あります。

た方が大勢いらっしゃいます。

■
「職場の教養」が

□モーニングセミナーに参加できます
□各種セミナーに参加できます
□会社経営・社員教育のための有意義
な話が聞けます
□仲間が見つかります

毎月30冊届く
会員企業だけに配布される非売品。
1日1話、心に響く文章と「今日の心
がけ」が書かれており、全国で多く
の企業に活用されています。

110、111号で「職場の教養」に
ついて詳しく解説しています。

全国の会員企業数は、約69,000社！
約4,000社の会員企業数を有する
埼玉県は、日本最大級の規模です

さいりんバックナンバーは埼玉県倫理法
人会ホームページよりご覧になれます。

本庄市

深谷市

久喜・栗橋
行田市 加須・羽生

熊谷市

（令和元年8月31日現在）

鴻巣・北本
比企

さいたま市見沼区
さいたま市大宮

さいたま市岩槻区

寄居・秩父

狭山市
入間市

さいたま南

お問い合せ先

さいたま市

越谷市 吉川・松伏

川口市
とだわらび
朝霞市
新座・志木

東入間

所沢市

春日部市

草加市 三郷市
八潮市

◆ MS案内メール ◆

事務局／埼玉県さいたま市北区櫛引町2-153-2

Tel.048-668-7200 Fax.048-668-7300
発行／埼玉県倫理法人会

桶川市
蓮田市
上尾市

西入間

川越市

さいたま新都心 さいたま市浦和区

幸手・杉戸

白岡市

東松山市

さいたま美園

久喜市

発行人／小池博

編集人／青木雅人

埼玉県倫理法人会で開催されるモーニングセミナー
を前々日にメールでご案内致します。会員登録
（無
料）は携帯電話・スマートフォンの方は、QRコード
を読み取り、空メールを送信してください。
パ ソ コ ン か ら は、d-70736@70736.r.at-ml.jpに、
空メールを送信してください。

