
沼津北倫理法人会のご案内

経営者としてより成長したい方へ

倫理法人会の特徴
１．「純粋倫理」という確固としたよりどころがある
２．素晴らしい仲間がいる
３．「朝」をとても大切にする
４．家庭の経営を重視する
５．継続の力を有する



其の１
週１回の経営者モーニングセミナー

倫理法人会の３つの魅力

其の２
職場の教養を使った活力朝礼の推奨

其の３
倫理指導が受けられる



其の１ 週１回の経営者モーニングセミナー

経営者を対象として毎週１回、早朝６時から開催。
全国約600ヶ所の会場で、企業トップが自らの生き方や
会社のあり方を考えるために学んでいます。
朝型の生活習慣を体得するとともに、会員同士の交流・
情報交換の場として、倫理法人会活動の柱となっていま
す。
凛とした空気の中、純粋倫理を学び、倫友の体験を聞き自身の
学びにつなげていきます。

時には地元の名士を講師に招き、その道のエキスパート
ならではのお話も聴くこともできます。

会
員
の
声

倫理法人会の３つの魅力

モーニングセミナーは、朝会
場に来るだけで、仲間のパ
ワーをもらうことができます。
また、毎週様々な勉強をする
ことで、確実に自分が成長し
ていくことを実感できる、と
ても大切な場となっています。

朝会場に来るだけで
1週間分の元気をもらってます

(株)アスナロカン
望月 義明

学び実践することで
身の回りに奇跡が起きたことも！

世間がまだ活動していない時
間に起き、朝から元気よく活
動し学ぶことで、とても身が
引き締まります。また、学び
と実践の繰り返しにより、信
じられないような出来事が起
きた経験もしました。

ムラケンはりきゅう整骨院
村田 健一

モーニングセミナー後の朝食会



其の２ 職場の教養を使った活力朝礼の推奨

倫理法人会の３つの魅力

会
員
の
声

活力朝礼はコンテストに参加
することで、毎日の朝礼が活
力あるものになり、社員のモ
チベーションも高まり業績向
上にも繋がりました。また、
チームワークが向上し会社の
雰囲気もとても良くなりまし
た。

コンテスト参加で
チームワークが向上しました！

(株)イワサキ経営
吉川 正明

どんな経営者になり、どんな会社にしていく
のか、その基礎をを学ばせていただいてます。

朝早くに、先輩経営者と共に
セミナーに参加し、普段では
接することのできない方達と
学べるので、とても勉強にな
ります。質問にも丁寧に答え
ていただき、ここでの学びを
社員にも伝えています。

企業の活性化は朝のスタートにあり。倫理法人会では
職場活性化の中心を「活力朝礼」に置いています。
活力朝礼の特徴は、倫理研究所発行の『職場の教養』を
使っていること、あいさつなどの基本ルールを重視してい
ることです。
静岡県倫理法人会では毎年
コンクールを実施し、会員
企業の朝礼実演・レベルアップ
を図ります。朝礼研修 実際の
企業朝礼の現場で実地指導も
行なっています。

(株)SUBIRA
中村 聡介



其の３ 倫理指導が受けられる

倫理法人会の３つの魅力

会
員
の
声

20年以上もの間、なかなか
腑に落ちない事柄があったの
ですが、倫理指導を受けるこ
とによって、ものの見方を教
わり、とても気持ちが楽にな
りました、とても感激してし
まいました。

ものの見方を変えることで
気持ちが楽になりました。

㈱ＦＰパートナー

宮下 まゆみ

仕事でも家庭でも、自分が目指す方向性が
明確になりました！

倫理指導を受けることで、今
自分がおかれている立場を理
解し、目指す方向性が明確に
なりました。日々、実践を重
ね続けることで、自分自身が
成長していることが実感でき、
会社でも家庭でもいい影響を
与えています。㈱アーティスティックス

加藤 龍

倫理法人会の会員特典の一つである『倫理指導』。
倫理指導を積極的に受けることが、倫理体験を得る一番
の近道です。
幹部研修で来県される倫理研究所研究員・法人スーパー
バイザー・ 法人アドバイザー、ならびに倫理経営イン
ストラクターなどの倫理指導をすることが認められた有
資格者から、経営のこと、家庭内のこと、子どものこと、
病気のことやその他種々の悩みについて、倫理に基づい
た指導が受けられます。



倫理法人会の様々な活動（夜）

経営者の集い（年３〜５回）

会員交流会倫理経営基礎講座

年1回、全国各地の倫理法人会で開催される経営講習会。

倫理研究所の研究員・法人スーパーバイザーによる講演と、

法人会員による事業体験の発表などで構成されています。

事業体験発表では、全国の

法人会員の中から選ばれた

企業経営者が、自らの体験

談を披露するなど、同じ経

営者としての苦労話や実践

などが聞ける絶好の機会です。

倫理経営講演会（年１回）

主に夕方から開催され、倫理研究所からの派遣講師の事業

体験の報告を通し、倫理経営についての学びを深める勉強

会です。会員に限らず、積極的に非会員に呼びかけ広く

理解していただくために開

催されます。

各単位法人会ごとに、計画

されており年数回開催され

ます。

倫理経営基礎講座は、会員が倫理とは何かを真剣に学ぶた

めのモーニングセミナーとはまた違った勉強の場です。

単会役員と単会所属の都道府県役員を対象に開催し、役員

としての自覚を深める

とともに「純粋倫理」

の理解と実践力の向上

を図ることを目的とし

た講座です。

次期役員候補も参加可

能です。

会員同士の絆を深めるための交流会です。

食事も兼ねた懇親会では、名刺交換や情報交換をして毎回

活気ある交流会となっております。

朝が苦手な人・モーニングセミナーになかなか参加できない人へ



役員紹介

※その他100社以上の経営者の仲間が共に学び実践をしております。

役 職 氏 名 会 社 名 役 職 氏 名 会 社 名

会 長 中村 聡介 (株)SUBIRA 幹 事 後藤 譲治 特定非営利活動法人ティンクル

副会長 軍司 芳孝 軍司建設（株） 幹 事 三浦 美保 駿河美装

副会長 岬 麻紀 (株)ポリッシュ 幹 事 三浦 輝夫 かがやき整体院

専任幹事 大谷 共平 プルデンシャル生命保険（株） 幹 事 勝又 隆 全国福利厚生共済会

副専任幹事 山内 洋平 Faith 運営委員 堀江 直樹 住友生命保険（相）

事務長 村木 豊 沼津市議会議員 運営委員 萩原 靖子 スマイルカンパニー

副事務長 吉川 正明 (株)イワサキ経営 運営委員 長島 香 Thanks Eco Life

監 査 浜田 好之 (有)浜田印刷 相談役 大嶽 正泰 (宗）三明寺

監 査 岩田 浩一 東工業(株) 顧問 頼重 秀一 沼津市長

幹 事 山田 光雄 山田建設 顧問 勝俣 孝明 衆議院議員

幹 事 加藤 龍 (株)アーティスティックス 県副会長 望月 義明 (株)アスナロカン

幹 事 野口 遵司 合同会社アル・カマル
県東部地区
地区長

山下 美佳
(有）ももこインターナショナル
トレーディング

幹 事 村田 圭 税理士法人イワサキ 県MS副委員長 小栗 雄介 宝不動産(株)



沼津北倫理法人会に入会してこんな良いことがありました！

倫理法人会に入ってから時間の使い方が劇的に変わりました！

モーニングセミナーに参加するため、毎週木曜日早起きしている
うちに、木曜だけでなく、毎日早起きする習慣が身につき、朝を
とても有効に活用することができるようになりました。そして1日
の生活の流れがとても良くなり、仕事にもとても良い影響を与え
ています。これからもずっと学び続けたいと思っています。

元々夜遅くまで起きていることが多かったのですが、朝型の意識
をハッキリと持てるようになり、今では毎日清々しい気持ちで朝
を迎えることが出来ています。
前向きな意識もより強く持てるようになりました。小さな実践を
積み上げていくことで自分を変えることが出来ます。その実践を
推奨する倫理法人会は、自己革新という点で最高の場です。

お役を受けることで組織運営に携わることができ

自己の成長に繋がりました。

自分は家族経営なので、組織運営に携わる機会はありませんでし
た。しかし倫理法人会でお役を受け組織運営に携わることで、
様々な経験、体験を積み自分自身の成長に繋げることができまし
た。また、自社で長年抱えていた問題も、倫理で学んだことを実
践することで、一気に解決できたことには驚きました。

(株)イワサキ経営
村田 圭

Faith
山内 洋平

宝不動産(株)
小栗 雄介

大事なのは夜ではなく朝！



倫理法人会は、実行によって直ちに正しさが証
明できる純粋倫理を基底に、経営者の自己革
新をはかり、心の経営を目指す人々のネット
ワークを拡げ、共尊共生の精神に則った健全な
繁栄を実現し、地域社会の発展と美しい世界づ
くりに貢献することを目的とした団体である。
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倫理法人会憲章



倫理法人会会員心得

1.倫理の学習と実践の場を提供し、よりよい生活習慣とゆたかな人間性をそな

えたリーダーを養成する。

2.深く家族を愛し、篤く祖先を敬い、なごやかでゆるぎない家庭を築く人を育てる。

3.「明朗」「愛和」「喜働」の実践により、躍動する職場づくりを推進する。

4.愛と敬と感謝の経営をめざす会員の輪を拡げ、各種の活動をとおして地域社

会の発展に寄与する。

5.自然を畏敬・親愛し、「地球人」たる自覚を深め、環境の保全と美化に貢献する。
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1.朗らかに働き、喜びの人生を創造します。

2.約束を守り、信頼の輪をひろげます。

3.人を愛して争わず、互いの繁栄をねがいます。

倫理法人会活動指針



会員企業の健全な繁栄と地域活性化を実現し、日本をよ
くするための運動組織。

経営者が純粋倫理を学び、自己革新の実践に取り組み
人間性を高めることで、社内に活力がみなぎり、安定した
企業発展を継続する。

倫理経営
11

倫理法人会 目的



第２６条

本会の諸活動などでの、特定の商品の意図的宣伝など
を含む一切の商取引を禁じる。また、本会の役員及び会
員のネットワークを通じての物品販売などの商行為、宗
教・政治活動の妨げとなる活動も同様とする。
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倫理の場での営業活動や諸活動はできません。しかし、
日々の倫理の活動の中で構築された信頼関係（倫友同
志）で、互いの了承のもとであれば、大いに生かしてくださ
い。

人脈構築に繋げてください。

倫理法人会規定より



よくある質問
Q. どんな人たちが加入しているの？
A. 倫理をベースにした異業種交流会の場として、さまざまな職業、幅広い年齢層の多くの企業人が

参加しておられます。

Q. ロータリーやライオンズクラブなどとの違いは何？
A. 同じく異業種交流の場となっていますが、そのベースには企業倫理を考えるという大前提があり、

企業として、また企業人として、家庭人としての本来あるべき姿の追及・実践がその根本をなして
います。

Q. 倫理法人会の基本となる考え方はどんなこと？
A. 「事業は人なり」と言われるように、まず経営者の心を磨くことが大切です。心を根底とした純粋

倫理は、事業経営の柱といえるでしょう。これを「心の経営」と呼んでいます。

Q. 入会するとどんなメリットがあるの？
A. 朝礼のテキストとして最適な「職場の教養」という本が毎月30冊送られます。また、毎週１回の

モーニングセミナーへ参加したり、無料で経営相談が受けられます。

Q. モーニングセミナーではどんなことをするの？それによって得られる効果は？
A. 経営者自身の相互啓発と倫理実践の意欲高揚を目指し、毎週1回朝の６時から７時まで行います。

倫理研究所の研究員や法人レクチャラーの方々、また様々な分野で活躍中の方をお呼びして話しを
伺ったり、会員スピーチをするなど、心身のリフレッシュや経営理念の確立に役立っています。

Q. 早起きは苦手だけど、倫理法人会に入れば起きられるようになるの？
A. 週に一度、モーニングセミナーが開かれていますので、まずその一日だけでも早起きの訓練をして

みましょう。朝、目覚めたらさっと起きるというのが倫理の実践の第一歩です。これを続けていると、
不思議に勘が冴えてきて、多くの気づきが得られ、適切な判断力が身についてきます。



入会の流れ

入会・会費について

入会資格
倫理法人会の趣旨に賛同し、活動に参加する意志のある
静岡県内の企業、事業所、団体及び個人です。

まずは事務局に電話か、モーニングセミナーにご参加ください。
初めての方は、TEL (055)926-5244 までお電話ください。事務局から倫理法人会の概要を説明させていただきます。
そのときに、モーニングセミナーの日程と会場をご案内させていただきます。
お知り合いで既に会員の方がいらっしゃる方は、是非その方とご一緒にモーニングセミナーにご参加ください。

入会金
月額一口1万円で、何口でも可能です。

経営者の集いや倫理経営講演会に参加してみてください。
各セミナーは、倫理法人会の主な活動のひとつです。実際に参加してみて、倫理法人会とはどんなものか実感してく
ださい。
事前にご参加いただけることをお知らせいただければ、会場にてエスコートいたします。もちろんこの場で入会を強
要することや、面接等はございませんので、安心してご来場ください。

納得できてから入会申込書に記入。
モーニングセミナーに参加してみて、倫理法人会に入会を希望される方は、申込用紙に必要事項を記入していただき
ます。当会の会費(毎月1万円)は、銀行引き落としになりますので、銀行印も合わせてご用意ください。
なお、一ケ月目の会費は申込書と一緒に現金にてお支払いください。

入会手続き完了！
署名・捺印をいただいた書類を事務局に届け、会員登録をいたします。これで入会は完了です！
モーニングセミナー、倫理経営講演会など、あらゆる活動に参加して、おおいに活躍してください！

ステップ

１

ステップ

2

ステップ

3

ステップ

4


