
18:00～20:00

6:00～7:00

6:00～7:00

6:00～7:00

6:00～7:00

㈱ 昭和観光バス  代表取締役

日

日

12 ｢人生神劇  さあ始めよう心の経営｣
月

月

第673回
水

水

テーマ

講師 (一社)倫理研究所  法人レクチャラー
郡山中央倫理法人会  会長塩 澤 　 孝

ざわ たかししお

氏

｢震災後10年､さくらんぼ寄贈を続けて｣
第674回

テーマ

講師 岡 本 吉 輔
もと よし すけおか

氏

5

5

(一社)倫理研究所  法人レクチャラー
いわき市倫理法人会  会長

講師 高 橋 将 人
はし まさ とたか

氏

齋 藤 一 成
とう かず なりさい

氏

福島県相双倫理法人会
スケジュールのご案内月 月65

令和3年

＊セミナー会場が変わりました。ブライダル＆ホテルラフィーヌ（原ノ町駅前）
＊ZOOMでもお気軽にご参加いただけます！

新型コロナウィルス感染拡大予防の為、体調不良、微熱のある方は、無理な
参加をお控えください。ご来場の際はマスク着用にご協力をお願いいたします。

セミナー受講時のお願い
事前に無料アプリ｢ZOOM｣のダウンロードをお勧めします。WEBセミナーにご参加の皆様へ

｢心の事業継承～親子の確執解消で見えてきたわが社の未来～｣テーマ

リアル＆WEB【ZOOM】
ハイブリッドモーニングセミナー
令和3年度  倫理経営講演会
特別イブニングセミナー
経営者の集い

リアル & で開催 !!

https://us02web.zoom.us/j/82882226510URL：
ミーティング ID ：

5月中のZOOM

828 8222 6510 PASSコードはありません
講師

＊｢倫理経営講演会｣｢特別イブニングセミナー｣｢経営者の集い｣はZOOM配信は致しません。

日
月5

【経営者モーニングセミナー】

【経営者モーニングセミナー】

略歴

セミナー後、講師を囲んでの｢朝食会｣を開催
＠1,000円  和食･洋食から選べます  ＜2日前迄予約制＞

zoom配信! 朝食会有

zoom配信! 朝食会有

19

火25

聴きどころ

略歴 倫理歴福島県立須賀川高等学校卒
1988年  (有)山一土木入社
1993年  コーワ建設工業設立
1995年  (有)コーワ建設工業設立代表取締役
業種 : 建設･土木業

創業28年起業のきっかけは生死を分けた事故で見たもの。
東日本大震災での決意､それを叶えるのは己自身である。

2012年  郡山中央倫理法人会入会
2019年  同会会長拝命  現在に至る

風評被害を無くしたいため､福島産のさくらんぼを各校､
幼稚園等に届ける想いをお話しします。

聴きどころ

略歴 1958年1月1日  鹿島町生まれ(現･南相馬市鹿島区)。
県立小高工業高校卒業。常磐菱農､又尾水産を経て､昭和運輸に入社。
1992年4月  (株)昭和観光バス社長に就任  現在に至る。

混迷の時代を乗切るリーダーに必要な心得とは何か。未来を切り開くヒントがここにある！
聴きどころ

倫理法人会  略歴
株式会社カクダイホーム 会長
埼玉県久喜市にて総合建設業(土木含む)､
       不動産業を取り扱う。
セールスポイントは､即行と整理整頓。
苦難の原因と結果の追求の妙味に触れて､
｢苦難は私の応援団｣と積極的に受けとめる。
｢これがよい｣の実践体験多数。

日
月6

第680回
水30

【倫理経営講演会】

(一社)倫理研究所法人局  顧問

｢経営力を磨く｣

｢倫理を正しく学ぶ｣

テーマ

会  場

zoom配信はありません

プロフィール
1976年  個人会員組織に入会
1982年  久喜市倫理法人会会長
1996年  埼玉県倫理法人会会長などを歴任
1998年  倫理経営インストラクター
2001年  倫理経営上級インストラクター
2002年  法人スーパーバイザー
2010年  法人局特別顧問・法人アドバイザー
2016年  法人局顧問に就任

3年前代表になり､会社･家族がどのように変わったか。実践を通してお話しします。聴きどころ

倫理法人会  略歴
アシスト･クルー株式会社代表取締役
㈱ダスキンのFC展開
ミスタードーナッツ事業５店舗
ダスキン清掃事業３店舗
㈱モスフードサービスのＦＣ展開
モスバーガー事業１店舗
エバーアクション㈱のFC展開
からあげ縁(ゆかり)事業２店舗

プロフィール
2000年  横須賀市倫理法人会  入会
2007年          〃                    会長
2011年  (一社)倫理研究所法人レクチャラー
2013年  神奈川県倫理法人会湘南地区地区長
2017年  横浜市中区倫理法人会設立実行副委員長
2017年  (一社)倫理研究所倫理経営インストラクター(資格)
2019年  神奈川県倫理法人会幹事長
2020年  神奈川県倫理法人会会長　現在に至る

｢小説だけが本じゃない!｣～地域の読書文化と図書館～テーマ

図書館の日常､地方の出版流通の
課題､読書と生活…といった切り口
でお話させていただきます。

聴きどころ
南相馬市立図書館司書

【経営者モーニングセミナー】 zoom配信! 朝食会有

日
月5

第675回
水26 テーマ

万人幸福の栞を熟読して実践することを特にお話しします。聴きどころ

【経営者モーニングセミナー】 zoom配信! 朝食会有

https://us02web.zoom.us/j/89953985185URL：
ミーティング ID ：

6月中のZOOM

899 5398 5185 PASSコードはありません

6:00～7:00

日2
月

第676回
水

6

略歴

略歴

1984年  山形県天童市生まれ
2008年  筑波大学図書館情報専門学群卒
同年     南相馬市役所入職原町図書館司書
2009年  新図書館(南相馬市立中央図書館)
             オープニングスタッフ
東日本大震災による異動を経て､現在は中央図書館で移動図書館運行を担当している。

【経営者モーニングセミナー】 zoom配信! 朝食会有

(原ノ町駅前)南相馬市原町区旭町2-29
ラフィーヌブライダル＆ホテル

セミナー会場が変わりました。【ご注意】

TEL 0244-23-4111

相双倫理法人会 南相馬市橋本町1-35  原町商工会議所内
TEL : 0244-22-1141  FAX : 0244-24-4182

図書館 原ノ町駅

会　場

日水
原町商工会議所青年部  第41期会長
(有)相双エンジニアリング代表取締役佐 藤 正 浩

まさとう ひろさ

氏

23
月6 【経営者モーニングセミナー】

6:00～7:00

zoom配信! 朝食会有

講師

講師 北 林 正 規
きまさばやしきた

氏

北 林 正 規
きまさばやしきた

氏

第679回

商工会議所青年部に入会し､諸先輩方や会員と事業を行い､親睦を深め会社経営に役立てたこと。聴きどころ

略歴 1977年6月15日  南相馬市(旧原町市)生まれ
1996年  相馬農業高等学校卒業後､ 実家の
　　　　もんじゃ焼き｢みやこ｣に就職
※原町火力発電所建設工事で人手不足の為､お客さんの
　紹介で昼間は電気工事のアルバイトを掛け持ち。
1998年  (有)相双エンジニアリング就職

2009年  原町商工会議所青年部へ入会
2018年  (有)相双エンジニアリング
　　　　代表取締役社長に就任
2021年  原町商工会議所青年部
　　　　第41期会長就任

｢商工会議所青年部から学ぶ会社経営｣テーマ

講師

19:00～20:00

6:00～7:00

日
月6
火15

2人の後継者を支えた役員として学んだこと
聴きどころ

略歴 1944年7月29日  秋田県出身
1963年3月  秋田県立大館鳳鳴高校卒業
1963年4月  秋田相互銀行(現在北都銀行)
1976年4月  秋田実業ビルディング(株)  常務取締役
1987年2月  (有)山王インシュアランス  常務取締役
1988年1月  東日本フーズ(株)  常務取締役
2000年4月  社会福祉法人山王平成会  理事
1977年2月～  学校法人山王学園  理事
2009年3月～  興立土地代表
2013年10月～  (有)山王インシュアランス代表取締役

【経営者の集い】

(一社)倫理研究所  法人レクチャラー
(有)山王インシュアランス  代表取締役

(一社)倫理研究所  法人レクチャラー
(有)山王インシュアランス  代表取締役

｢事業承継体験談｣テーマ
zoom配信はありません

講師18:30～20:00

日
月6
火8

特別イブニングセミナー

テーマ

zoom配信はありません

倫理歴 2004年  秋田北倫理法人会会長
2006年  秋田県倫理法人会監事
2007年  秋田県倫理法人会副会長
2013年  秋田県倫理法人会幹事長
2016年  秋田県倫理法人会会長
2005年  (一社)倫理研究所法人レクチャラー拝命
2019年  秋田県倫理法人会相談役　現在に至る

日
月6

第678回
水16 ｢ほがらかに､なかよく｣の実践テーマ

社員に楽しく生活していただくため､まず笑顔の実践からスタートしました。
業績が良くなるにつれ全員笑顔が止まりません。

聴きどころ

【経営者モーニングセミナー】zoom配信! 朝食会有

講師 青 木 信 博
ひろのぶきあお

氏

｢現在を創った妻の一言｣
い ま

青 木 信 博
ひろのぶきあお

氏

6:00～7:00

現在､合計215の関連事業所を運営。
社員スタッフ2,335名
(パート･アルバイト含む)
内正社員296名  ※2021年4月1日現在

いまの事業をスタートさせるきっかけ
となったお話をします。

聴きどころ

1947年11月11日  郡山市生まれ
1970年  東北大学経済学部卒業  (株)｢水信(みずのぶ)｣入社
1972年  同社にて修行を終え帰郡  (有)青木商店入社専務取締役就任
1990年  (株)郡山青木設立
2002年  フルーツバーAOKI1号店(うすい店)開店
2011年  (有)青木商店代表取締役就任
2013年  有限会社から株式会社に改組｡株式会社青木商店となる。
2017年  青木フルーツホールディングス(株)【持株会社】設立
　　　　代表取締役会長 兼 社長就任

(一社)倫理研究所法人局参事 法人アドバイザー
青木フルーツホールディングス㈱ 代表取締役会長兼社長

日
月6

第677回
水9 ｢生き方の芯になる考え方とは｣テーマ

倫理に基づく判断基準を具体的にお話します。聴きどころ

【経営者モーニングセミナー】zoom配信! 朝食会有

止まらない社内の事件､不祥事､事故､退職。倫理に入会し､社長の心行いを改め､
親子の確執を解消したことで会社が劇的に変わっていった様子をお伝えします。
純粋倫理で解決できた事業継承問題の事例です。

聴きどころ

1965年9月1日  いわき市生まれ  55才
1984年  焼結金属工業株式会社(現SMC株式会社)入社
1988年  フジモリ機工株式会社入社(24才)
2003年  代表取締役拝命(37才)  現在に至る

倫理歴 2014年  いわき市準倫理法人会入会(48才)
2015年9月  いわき市準倫理法人会専任幹事拝命
2018年9月  いわき市倫理法人会副会長拝命
2019年9月  いわき市倫理法人会会長拝命(54才)
2020年9月  (一社)倫理研究所 法人レクチャラー拝命(55才)
※富士研2回参加

ホテル丸屋グランデ 参加費

蓮 実 利 勝
み とし かつはす

氏講師

(一社)倫理研究所法人局  顧問蓮 実 利 勝
み とし かつはす

氏講師

(一社)倫理研究所  法人レクチャラー
神奈川県倫理法人会  会長

｢家族の幸せ､社員の幸せ～倫理の実践から｣テーマ

上 野 博 之
の ひろ ゆきうえ

氏講師

(この日だけグランデさんです！ご注意下さい)
2,000円

【事業体験報告】

6:00～7:00

6:00～7:00 6:00～7:00

6:00～7:00

略歴
18:30～20:00

6:00～7:00

18:00～20:00

(一社)倫理研究所法人局参事 法人アドバイザー
青木フルーツホールディングス㈱ 代表取締役会長兼社長



相双倫理法人会についての資料請求は、以下をご記入の上FAXにて0244-24-4182までお送りください。

会員一覧（2021年5月4日現在　119社）
（順不同・敬称略）

相馬物流㈱
㈲武山サッシ
㈲川崎工務店
㈱鎌田商店
㈱菅野漬物食品
㈱ホンダセンターウメダHondaCars　
　南相馬  原町日の出町店
㈱原町サイン
㈱スズトヨ
㈲ライフクリエート
㈲黒潮海苔店
㈱ジェイ保険サービス
㈱東武
㈱箱崎林業
㈱セントラル住設
㈱相双環境整備センター
原町印刷
㈱原町中央自動車教習所
㈲遠藤タイヤ商会
若竹信雄税理士事務所
㈲愛原印刷所
㈾亀屋菓子店
㈲カンノパーツ
㈱青田電気商会
アラアキ労務管理事務所
フレスコ㈱
㈱昭和観光バス
㈱マルコ総合防水

東北アクセス㈱
㈲野土花
相馬ガス㈱
㈱キドオートサービス
㈲ボヌール
㈱北洋舎クリーニング
シオヤ産業㈱原町営業所
相馬市ガス㈱
㈱エネルギー生活市場
㈱サン・ベンディング相双
㈲三品電設
㈲島田モータース
石川建設工業㈱
㈱ケー・アンド・ワイ
㈱新田建材原町
まつもと司法書士事務所
㈱髙山総業
庄司建設工業㈱
㈱福祉ケアサービス
㈱やまさん
丸三製紙㈱
㈲小野鐵工所
㈲森　智徳瓦店
㈲鹿島クレーン
㈲日真建設工業
東北建設㈱
㈱システム創建
柴田鮮魚販売㈱
双葉運輸㈱
㈱伊藤商店
竹内雄一
相馬ガスホールディングス㈱

㈱東栄
㈱福装２１
医療法人　石原クリニック
旅館　美晴湯
㈱諸井緑樹園
㈱トラストワン
㈱いんふぉ．
㈲パルス建設
㈱ホロスプランニング
㈲Ｓ・ＢＣ
㈱セイユー建設
㈲相双エンジニアリング
福相建設㈱
豊川建設㈱
ＮＰＯ法人　ほっと悠
相双五城信用組合
新道竜土地家屋調査士事務所
㈲今野畜産
㈱セントラルリフォーム
山企工業㈱
㈲トラスト
南相馬＆杉並トモダチプロジェクト
㈲かみまの
㈲藤原新聞店
㈲東相電設
㈱NEXT
㈱賛美
損害保険ジャパン㈱
㈱シマ商会
星自動車鈑金塗装工場
草野労務管理事務所
㈱相双緑化土木

㈱原町架設工業
鈴木ガラス
森の花やさん
㈲永石総建
新地発電産業㈱
㈱リバイバル
鈴木徹
明治安田生命保険(相)南相馬営業所
㈱ホンダセンターウメダHondaCars　
　南相馬  鹿島店
ますだ法務総合事務所
㈲シーエスシー
ありがとうっ
㈱北斗電気設備工事
㈱公水設備
㈱丸高商事
㈲中村松川堂
鈴木甲子
㈱ハヤシ
㈱ニーズ
竹内久子
㈲双葉クリエイト
増山一郎
宍戸絵美
Create Bar SHELTER(シェルター)
そうまスポーツ
杉内木材工業㈲
(同) 猫のてコミニュケーションズ
㈲川崎工務店




