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埼玉県のM S出席率10位以内を実現させます！
MS底上げを狙って新しいツールを導入
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川越大師 喜多院のだるま市 初大師でお馴染みの慈恵大師が正月3日に涅槃にむかえられたことからこの日が縁日となりました。新年を迎え大勢の人々が護摩祈願に参詣するよう
になると、縁起の良いだるま市ができ、年のはじめに古いだるまを納め、新しいだるまを求める人で大変な賑わいとなりました。 撮影者：東入間倫理法人会 丹羽敬司 MS副委員長

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！
！

埼玉県のMS底上げを狙って新し
いツールを導入
編：モーニングセミナー委員会
（以下MS
委員会）の役割とはなんでしょうか。
飯島

倫理法人会活動の根幹となるモー

ニングセミナーを活性化させ、各単会、
埼玉県倫理法人会全体を底上げするため
の施策を考えて実行していく委員会で
す。今期はスローガンとして「全員参加
型のモーニングセミナーで仲間意識や一
体感を高め自己成長の促進へ！」を掲
げ、目標としては「モーニングセミナー
出席率全国10位以内を目指す」と「マ
飯島通（いいじまとおる）委員長

先期の久保孝一

委員長のもとで MS 委員会のあり方を学ばせていた
だきました。今期はその方針を踏襲しながら、さら
に一歩進めて MS 活性化を実現させます。

ニュアルの徹底と本気のリハーサルの実
践を行い、活力みなぎる学びの場・実践
の場をつくる」の２つを挙げています。

丹羽敬司（にわけいじ）副委員長

先日、名古屋市

中川区倫理法人会に飯島委員長、池上副委員長と 3
人で視察に行ってきましたが、みなさんもぜひ一度
見学してみることをお勧めします。

埼玉県のMS出席率10位以内
を実現させます！
会員社数で全国トップを争う埼玉県ですが、モーニングセミナーの出席率が低迷し
ているのが泣きどころ。モーニングセミナー委員会のみなさんにランクアップのた
めの秘策を聞きました。

高橋光子（たかはしみつこ）副委員長

飯島委員長

をサポートする一員として働きたいと思っていま
す。今期の MS 委員会はとても内容が濃く活発なの
で、さらに明るく楽しくしていきます。

そのための具体的な行動として、前委
員長の時代から「モーニングセミナーマ
ニュアルの徹底」を繰り返し申し上げて
きました。今期はさらにそれを進めて
「全員参加型モーニングセミナー」を促
進しながら、各単会の問題点を発見し、
改善していく活動を展開していきます。
編：最近の委員会では新しいツールが登
場したようですね。
飯島

はい。
「マンダラチャート」という

フレームワークを導入し、「 MS活性化」
という大目標を早期に達成しようと考え
ています。第3回と第4回のMS委員会で
時間をかけて討議した結果、右ページ下
のようなチャートがまとまりました。こ
こにはすべての単会で共通に使える行動
要素が網羅されていると思います。
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杠千穂（ゆずりはちほ）副委員長

今年から副委員

長のお役をいただきました。微力ながら飯島委員長
が輝くために縁の下の力持ちになろうと思っていま
す。笑顔あふれる委員会にしたいです。

なり、MS朝礼100人超えや自単会出席率

次にその8つの要素を新たな9マスの真

90％を実現した愛知県名古屋市中川区倫

ん中に置き、その要素を得るための行動

理法人会の村上会長（現愛知県会長）
が導

目標をそれぞれ8つ書きます。こうして

編：聞き慣れない会員もいると思います

入し、単会会員100名超えを実現したと

合計64個の行動目標が明確になります。

ので、マンダラチャートについて解説を

聞いたからです。

あとはそれを実行に移すだけです。

大谷翔平選手が高校時代に活用し
ていたマンダラチャート

お願いします。
飯島

現物は右ページ下のものをご覧いただ

編：MS委員会が作成したマンダラチャー

マンダラチャートは、二刀流で大

けばわかると思いますが、3×3の9マスの

トは、各単会で共有するわけですね？

リーグで活躍中の大谷翔平選手が高校時

枠で構成されるシンプルなものです。真

飯島

代に使ったことで有名になったフレーム

ん中に「達成したいこと」を書き、その

単会事務局あてに委員会議事録と一緒に

ワークです。私たちがこれに注目したの

周りの8マスに達成のために必要な要素

送られています。委員会に出席していな

は、平成30年度にMS参加総数全国1位と

を書きます。

かった単会は、近隣単会の委員に問い合

はい。MS委員を通じて、あるいは

わせるなどして使い方を教わってもらえ
ればと思います。
編：MS委員会のみなさんは、実際に名
古屋市中川区倫理法人会のモーニングセ
ミナーをご覧になったんですよね？
飯島

はい。すごい迫力でした。まず

MS朝礼参加が90社。ハイの実習が5列で
すよ。昨年は350社の朝礼もやったそう
です。そしてMS参加120社あまりに対
して、自単会は100社以上。埼玉県には
ない、異次元のモーニングセミナーでし
た。この運営を私たちが学べば、埼玉県
MS 委員会が作成した「MS 活性化のためのマンダラチャート」。真ん中に置かれた最終目標の

のMS出席者数10位以内は可能になるの

「MS 活性化」を達成するための要素が周囲に 8 つ置かれ、それらを達成するための要素がさ

ではないかと考えて、来年2月9日のMS

らに 64 個挙げられている。この行動目標に各単会が真剣に取り組めばいいのである。

委員会に村上会長を講話者としてお招き
しています。中川区のMSを見学に行く
のは簡単ではないかもしれませんが、2月
9日はぜひさいたま市文化センターにお
集まりいただきたいと思います。
これからもマンダラチャートにとどまら
ず、効果的な施策をどんどん考えますの
で、どうぞMS委員会にご期待ください。
特別参加型モーニングセミナー委員会
テーマ

「打つ手は無限」
〜できる理由を考えよう〜

令和2年2月9日（日）
9：15受付

9：45開演

講師：愛知県倫理法人会
村上 実 会長
平成30年度
（中川区倫理法人会会長時）

MS参加総数全国1位！
会場：さいたま市文化センター
多目的ホール
さいたま市南区根岸1-7-1
※駐車場有り、南浦和西口より徒歩7分
入場無料

3

地 区 紹 介 3

細 野 潤 一 地区長

県央地区のイベント

ダーの方々が活発に活動され
ています。地区役員会後の懇
親会も盛り上がっています。
何しろ楽しい地区会です！目
標412社を目指して楽しい仲間
作りを行っていきます。
県央地区の倫理17000企業

所 属 単 位 倫 理 法 人 会
津田工業

株式会社

マルキュー

株式会社

代表取締役

代表取締役会長

津田

宮澤

健

政信

上尾市倫理法人会
奥 山 英 紀 会長

鴻巣・北本倫理法人会
大 塚 ゆ か り 会長

桶川市倫理法人会
佐 藤 清 與 治 会長
千代本興業

株式会社

代表取締役社長

千代
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達也

◆ 地区スローガン

事務長、各委員会の地区リー

学び実践し伝える

各単会の会長を始め専任幹事、

モーニングセミナーを通して︑学び︑実践し︑多くの人々に伝えて﹁幸せの仲間作り﹂を行う︒

県央地区の特色

様々なイベントで会員相互のコミュニケーションを取り︑未入会の方々に倫理法人会の良さを知ってもらう︒

県央地区の歴代会長に感謝する会

モーニングセミナー出席のお声がけを行い︑朝の活性化に取り組んでいます︒また︑仲間づ

船上で天ぷらを美味しく食べる、釣り大会

くりに各種イベントを実施し︑未会員の方々に倫理法人会の良さを理解していただきます︒

毎年恒例のバーベキュー大会

女性が参加しやすいムード作りを心がけています

県央地区

有限会社 細野工業 代表取締役
平成19年に倫理法人会に入会して
約12年が経ちました。県央地区長の
お役は平成30年に拝命し、今年度
で3年目に入ります。地区長を拝命し
た頃と比べますと、県央地区3単会
ともにモーニングセミナー参加社数
が徐々に上がってきています。これ
は、各単会の努力もありますが、単
会同士の切磋琢磨が結果として数字
を押し上げています。日頃から大変
仲の良い県央地区ですので、更に結束を深めていき、倫理法人
会をまだご存じない経営者の方々や、一旦入会したものの退会を
された方々も含めて「一緒に学びたい」
「ぜひ参加したい」と思っ
ていただけるよう、これからも県央地区は一丸となって邁進して
参ります。

澤 田 義 浩 副地区長
有限会社ファースト物流サービス
代表取締役
倫理法人会の入会は平成15年6月で
す。
以来、様々な役職を受けて参りま
した。副地区長のお役は、平成20年
に続き2回目になります。
倫理の学び
は、入会してからの年数ではなく、自
分自身がどれくらい実践を継続して
いるかで結果が大きく変わります。
私
が副地区長としてすべき事は、細野
地区長をサポートし、県央地区3単会
（上尾市、
鴻巣・北本、
桶川市）
の横のつながり、
また各単会内の縦の
繋がりを太く強くなるよう、下から支える存在でありたいと思って
おります。
県央地区では平成27年から毎年「歴代会長に感謝する
会」を開催しています。
これは縦横の絆を更に強固にする恒例イ
ベントとなりました。
正に拡充という言葉のとおり、県央地区は充
実した仲間作りをしながら、
大きく成長して参りたいと思います。

堀 之 内 俊 己 地区幹事
協和木研株式会社
明るく楽しくがモットーの細野
地区長！元気100倍の澤田副地区
長！毎月の地区会は笑いと実りあ
る連絡事項、協議事項、定例報告
等！「しあわせの仲間作り」では
各単会がイベント提案。特にモー
ニングセミナーには力を入れてい
ます。桶川市の素敵なレジュメ！
活力！鴻巣・北本のパワースポッ
ト！上尾市の重量感あるMS ！そ
れぞれの特徴があり、生活・仕事への精神力になっています。

仲間づくりの取り組み

県央地区3単会ともモーニングセミナー 30名以
上の参加を目指しています。そのために、基
本である会員様への積極的なお声がけ、時代
に合わせたSNSの発信、また美味しく充実した
朝食会を心がけています。また、女性が参加
しやすい雰囲気作りや、きめ細やかなおもて
なしができる役員を1人でも多く育てる環境作
りにも力を入れています。仲間づくりを通して
自分自身を更に成長させ、そこに成長したいと
思う仲間が増えていく、この輪が大きく広がる
ように県央地区では様々なイベントを開催し
ています。上尾市倫理法人会は、新春特別講
演会、特別講演会、暑気払い。鴻巣・北本倫
理法人会は、坐禅会特別モーニングセミナー、
トマトカレーを作る会、バーベキュー大会。桶
川市倫理法人会は、釣り大会、社交ダンス部、
太極拳、台湾交流会。これらを通し、未入会
の方々にもいろいろな角度からコミュニケー
ションがとれる仲間作りを続けています。

小さな実践報告

「小さな実践」はさいたま市地区が今から3年前に始めた企画です。月
に3人の報告をまとめていますが、1人200 〜 250字という短い文章で
それぞれの実践体験を報告する形式のため、頼まれた人が書きやすく、
読む人も読みやすいという特長があります。
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ご苦労様でした。そして、歴代会長会へようこそ！
新歴代会長会員歓迎会
11月18日、 歴 代 会 長 会 で は、

て、
「楽しく仲良くしてください」

新歴代会長会員歓迎会を開催しま

とお祝いの言葉をいただきまし

した。

た。中村会長代行からは、新会員

元田歴代会長会副会長による進

の皆様の紹介あと、お祝いの花束

行のもと、56名の方々にご出席を

の贈呈が行われました。記念撮影

いただき、また5組の方がご夫婦

では、花束を片手にした素敵な笑

でご参加され、和やかな雰囲気の

顔が印象的でした。

なか行われました。風間事務長か

２部のアトラクションでは、か

ら新会員の皆様へお祝いの言葉が

くし芸、替え歌のほか、カラオケ

送られ、蓮実特別顧問からは、歴

が行われ参加者の皆様の歓迎親睦

代会長会の経緯と新会員に対し

会は盛り上がりをみせました。

さいたま南、経営者の集いは大盛況！
さいたま南倫理法人会
11月19日、さいたま南倫理法人会の令和2年度「経営者の集い」
は、千葉市稲毛区監査の山本克己法人レクチャラーをお招きして、

揮されたイブニングセミナーとなり、大盛況のうちに多くの会員
が多大の収穫を得て帰路につきました。

「揺れて沈まず」というテーマで、活気あるご講話
をいただきました。
特別損失を3期連続で多額に計上し、苦難のさな
かには協力業者の失踪や友人の会社の民事再生を
経験するなど、多くの苦難を乗り越えたご体験を詳
しくお話しいただきました。純粋倫理の特徴の一つ
である苦難観の革新により、幾つもの壁を見事に打
破されたお話に満場笑いと感動の渦に引き込まれま
した。会員間の親睦と新たなビジネス上の識見が同
時に得られるという倫理法人会の真髄が遺憾なく発

「とこしえに」… 知覧特攻平和会館を見学
川越市倫理法人会鹿児島研修旅行
川越市倫理法人会
（木村昌幸会長）
が11月17日・18日の日程で
鹿児島研修旅行を催行しました。幕末から日本近代化に深く関係

てた全文カタカナの手紙

した記念館などの見学を行い、激動の時代、日本をリードした偉

を、小学生のお嬢さんが

人の功績に触れ、あらためて幕藩体制から明治新政府への時代の

母親の横で音読していま

変遷に思いを馳せることができました。

した。彼女にとっては難

旅のメインは知覧特攻平和会館の見学です。会館へ向かう通路

解な旧かな遣いの手紙

の傍らに、飛行服を着た青年の銅像があります。その台座に「と

を一所懸命に音読する

こしえに」と刻まれています。永久にとの意味ですが、恒久平和

姿に、74年前と現在とが

の他に、特別攻撃により散華された多くの青年たちの尊い御霊を、

複雑に重なり合い、胸が

後世の日本人は決して忘れてはならないとの思いもあるのだろう

締め付けられる思いでし

と考えさせられました。

た。行かなければ分から

館内には収集、保存された特別攻撃隊員の遺影、遺品、遺書な
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どが展示されています。偶然のタイミングでしたが、我が子に宛

ないことがあります。

写真は薩摩半島の南端に位置する「開聞岳」です。特別
攻撃隊員の操縦士は知覧の飛行場を離陸した後、真っ直
ぐ開聞岳を目指し、ここから南西方向に針路を変えます。
彼らが最後に見る本土であり祖国でした。

運命が引き寄せる倫理のご縁
川口市倫理法人会の経営者の集い
11月29日、川口市倫理法人会の経営者の集いは、法人局佐々
木照子法人レクチャラーを講師にお迎えし、
「倫理のお蔭さまに
感謝」というタイトルで激動の人生について講和をいただきま
した。
ご主人の突然の交通事故から、3人の子供を養うために仕事を
求め、ついには起業。起業して堅実に収入をあげていた半面、
ギャンブルにはまったご主人との確執が続いていた頃、倫理と

そこからご主人が、佐々木さんの仕事を手伝うまでに大変身
を遂げます。まさに倫理のお蔭さま。
その後、がんでご主人を亡くされますが、亡くなる直前にご
主人が必死に「ありがとう、ありがとう」と伝えようとしてく

の出会いがありました。
佐々木さんはご主人との関係が悪化している中、ひどい言葉

れた姿が、今でも忘れられないそうです。リーマンショックで

をご主人に投げつけていたそうです。しかし、
「夫婦対鏡」に大

大きな苦難が訪れた時は、倒産を覚悟したそうです。
「捨我得全」

変感銘を受け、責め心ばかりの自分に気づき「只々、己を磨け

がその時も救ってくれました。夫の死を受け入れることができ

ば良い」との教えが胸に刺さり、実践されました。

たのも「人生神劇」を理解したからこそとのお話でした。

毎年恒例の、みかん狩り＆餅つき大会開催
春日部市倫理法人会
12月1日、家庭倫理の会と合同で開催され

参加の皆さんでおいしくいただきました。

たイベントには、天気に恵まれ、沢山の方々

採ったみかんは食べ放題という「みかん狩

にご参加いただきました。今回は、春日部市

り」では、皆さん美味しそうなみかんを探し

長の石川良三様や、衆議院議員の土屋品子様

てまわりました。なんでも、実は上のほうの

をはじめ埼玉を代表する方々にお越しいただ

大きく綺麗なみかんより、根本にひっそりと

きました。
「 春日部はこれから大きく変わる」

なっているみかんの方が甘くてやわらかいそ

「食育と食品ロスへの取り組み」
「 倫理の要点
は即実行」などのお言葉を頂戴いたしました。

うです。
地域の活性化のためには、地元との結びつ

餅つき大会では、参加された皆さんが来年

きが欠かせません。次回は、1月19日
（日）10

一年間の無病息災を願いながら一生懸命に杵

時〜 12時「卓球バレー・自立を促すコミュ

を振り下ろしました。つきたてのお餅は、す

ニケーション交流会」を開催します。ぜひご

ぐに、きなこやあんこ、みぞれなどに絡め、

参加ください。

マナーは愛、相手を思いやる心、大切にする心
第 2 回女性委員会開催
素敵なテーマ「心の化粧」と題した講演会が12月9日、埼玉

題したコラムを2年にわたり掲載。私達とも縁のある方でした。

グランドホテル深谷にて77名
（内未会員8名・初参加13名）
を集

マナーと聞けば固いイメージを抱きがちですが、岩下代表の

め開催されました。講師は現代礼法研究所の岩下宣子代表で、

話はユーモアたっぷりに、マナーの基本は「人の嫌がることを

倫理研究所が発行する月刊誌「新世」に『マナーのいろは』と

しない、どうしたら嫌がらないかを
考える」と本質の部分を丁寧に分か
り易く語られました。また、マナー
は相手に対する愛であり、思いやり
の心を常に持ち続けることであり、
その心の状態が脳を活性化し自身
の心にも良い影響がでるとも語ら
れ、倫理の学びとも通じるものを感
じた講演でした。

講師の岩下宣子氏
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会員紹介

〜さいたま市大宮倫理法人会〜

に申し込み現在に至ります。

専任幹事

パーソナルトレーニングジム Movere

倫理は「心」の科学。つまり「再現性」があるということです
佐藤 択磨

よね。ボディメイクも「精神論ではない成果の出し方」を体系
的に行えることを心掛けています。

自分が体験してきたことをそのまま実現！！
本年9月末日、さいたま市浦和区にパーソナルトレーニング
ジム Movere
（ムーバー）
をオープンさせていただきました。強
みはボクシング日本1位になるまでやり続けたメンタルと動け
る身体を実現する原理原則を科学的にお伝えできること。自身
でも26歳のとき、不規則な食事や習慣でお腹が出てきたこと
がありました。ある程度の運動を行っていく中で体調を崩して
しまい、プロのトレーニングを申し込みました。それまで根性
だと思っていた運動が、科学的に行うことで成果が何倍も上が
るのだと痛感してしまったのです。もしアスリート現役時にこ
のことを知っていたら、
「もっと大成したんじゃないか？」とい
う徒労感とともに、追求したい気持ちに追われ、すぐ養成講座

〒330-0064 埼玉県浦和区岸町7-1-2岩崎ビル5階
TEL:090-1525-3258 https://1up-motivation.com

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
さいりん107号で「
『倫理指導』とは何か？」と題した特集記事があります。

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。

さいりん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

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。

