
小諸市倫理法人会 ６月 経営者モーニングセミナーのご案内
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山田 利彦  氏

木村　里恵  氏

稲見　雅文  氏

古屋　哲男  氏

（やまだ としひこ）

（きむら　りえ）

テーマ「人との出会いがチャンスを生む」

テーマ「愛と和が地球を救う」

小諸市倫理法人会会員

上田市倫理法人会会員

加須・羽生倫理法人会　会長

プロフィール

坂の上小学校卒業

芦原中学校卒業

岩村田高等学校卒業

東洋大学卒業

東京学芸大学を卒業後、小学校教諭として２年間勤務するも、日本の社会・教育制度に違和感を感じ退職
カンボジアの子供たちを支援するボランティア活動に従事し、この間インドを単身自転車で横断した際、
仏教の聖地ブッダガヤの寺院で出家し「ダンマ・ディンニャ」の法号を受ける。
結婚後、小豆島を経て、長野県小川村に移住、竹炭を作り民宿を営む傍ら、４人の子供をすべて自宅で
自力出産、その時に感じた「命のすばらしさ」を伝え、分かち合う講演会を始め、これがのちに「バースカフェ」
として全国的なムーブメントとなる。
２０１６年１０月にスリランカを訪れた際、聖地ローズクオーツマウンテンにて、スリランカで最も尊敬される仏教２０１６年１０月にスリランカを訪れた際、聖地ローズクオーツマウンテンにて、スリランカで最も尊敬される仏教
指導者ラフラ僧侶と出会い、そこにお寺を建てて欲しいという彼の願いを受け入れ「Srilanka ローズクオーツ
マウンテンプロジェクト」を開始、総勢1000名あまりの方々から、総額１０００万円あまりの寄付金を頂いて、
２０１８年７月、無事に建立を果たす。
現在、一般社団法人「みんなの家力財団」代表理事として、自身の経験に基づき、様々な志を持った方たちを
応援する「世界に１０００軒みんなの家プロジェクト」を推進中

（いなみ まさふみ）

（ふるや　てつお）

テーマ「月会費１万円は高いのか　安いのか」

テーマ「繁栄の法則」

第２講「倫理運動の原点」

参加費
無料

だれでも

西暦1973年７月２７日生まれ　４５歳
平成４年　（株）ジャパンアクションクラブ（JAC）入社
　日光江戸村に配属　（三重県の伊勢戦国時代村にも出向）
日舞・殺陣・剣舞・茶道・乗馬・ダンス・南京玉すだれを学ぶ。
数々の舞台を始め、映像作品に出演。
平成１３年　JAC退社し拠点を東京へ（バイト生活）
　・　・ コロッケ新春特別公演　　岡っ引きの辰　役
・ 瀬川瑛子納涼特別公演　軍人将校　役　など
平成２１年　（株）J-Quest  入社
　大利根カインズモール内　エネオスGS 店長へ

関東で売り上げ　第２位　（経費を抑えた施策・
GS業界初の試み）
平成２６年９月 ウルトラプリント埼玉第一として独立
平成30年10月 一般社団法人 つむぎ　設立　
代表理事として兼務 

プロフィール

氏名 古屋　哲男(70歳)

創業年 昭和38年　　　　　創業50年

事業内容 ①　宝石・貴金属の県外への卸売業

②　トランクルーム､貸しロッカーのレンタル業

富士倫理学苑経営者セミナー受講回数  5回

経営理念経営理念 お客様に喜んで頂ける商品作りと社員ひとりひとりが明るく楽しく

働ける職場作りをする。　社是・社訓　1．啓発　2．創造　3．協調　4．感謝   

平成 4 年 山梨県に倫理法人会設立と同時に　県幹事長
平成11年 甲府市倫理法人会　会長
平成13年 山梨県倫理法人会　会長
平成14年 法人レクチャラー
平成16年 山梨県倫理法人会　相談役
平成19年 倫理経営インストラクター
平成19年平成19年 9月　笛吹市倫理法人会　会長
平成20年 9月　山梨県倫理法人会　相談役
平成23年 9月　山梨県倫理法人会　普及拡大委員長
平成24年 9月　山梨県倫理法人会　相談役

現在 新田地区地域福祉推進委員
ガールスカウト山梨第4団育成会副会長
山梨県社会福祉協議会ことぶきマスター
新田町自治会副会長新田町自治会副会長

倫理歴
平成２６年（２７年度）１２月　倫理法人会　入会
平成２８年度９月　専任幹事拝命
平成２９年度９月　専任幹事拝命
平成３０年度９月　会長拝命
平成３１年度９月　会長拝命 

２６日
水曜日

倫理経営基礎講座 講師　　古屋　哲男　氏 開始　１８時３０分～

財団法人　みんなの家力財団

一般社団法人　つむぎ

株式会社　古屋装身具商会　取締役会長

一般社団法人 倫理研究所 法人アドバイザー

元気が出る活力朝礼！

AM 5：30～
小諸グランドキャッスルにて

長野県小諸市古城1-1-5

もっと早起きできる！
そんな方はこちらも
チャレンジ！

　小諸市倫理法人会では毎週木曜日の朝６時（活力朝礼は５時３０分）より、様々な経営者の

方々を招いて、人としての「心の勉強」をするモーニングセミナーを開催しております。

　セミナー参加料は無料です。是非参加したことの無い方にもこの機会にモーニングセミナー

を体験していただきたくお誘いしました。

　普段のお仕事の前に少しだけ早起きして、小諸グランドキャッスルホテルにて活力のある

雰囲気を体験してください。気持ちのいい１日のスタートです。



小諸市倫理法人会
モーニングセミナーへようこそ！

モーニングセミナーとは？

倫理法人会の学び・実践で手に入る５つのメリット

１　朝起きの習慣

２　明るく元気な挨拶

３　「ハイ」の実践

４　良き講師との出会い・相談が受けられる

５　ともに自分を磨く仲間の存在

倫理法人会の活動の柱です

倫理法人会といえばモーニングセミナー
！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、
当会の活動の柱となっています。

学びの道場・情報交換の場

企業トップが自ら生き方や会社の在り方を
真剣に考える為に学び、実践を積み上げる
「道場」のようなものといえるでしょう。
後継者育成・社員教育幹部育成・生涯学習
自己啓発のために、早朝から活気にあふれ
る場を体験してみてください。

〒385-0031 佐久市内山 5583 小林社会保険労務士事務所内 TEL 0267-78-5181 FAX 0267-78-5182 asama.rinri@gmail.com
HP　http://naganoken-rinri.com/tiku/komorosi/

随時入会を受け付けております 問合せや資料請求は事務局までお気軽にどうぞ！

小諸市倫理法人会 会員企業

倫理法人会入会のきっかけ 小諸市倫理法人会 会長　小林 哲子

劇団佐久サムライは、殺陣教室を開催しています。その日は
「小諸戦国甲冑隊」の殺陣稽古。その帰り、小諸グランド
キャッスル温泉に寄りました。先客の観光客らしき方と、
風呂の中で話が盛り上がり　「貴女、そういう活動している
なら、明朝いらっしゃい！」と勧められ、行ったのが
モーニングセミナーだったのです。

そのころ『親子で和文化・サムライ体験』の企画書を作成中。
修身的な教科書を探していたのです。会場で読んだ「万人
幸福の栞」に鳥肌が立ちました。「私の欲しかった教科書、
ここにあった！」声掛けてくれた女性は、なんと講師でした。
その日から、ほとんど休みなく、MSに参加しています」

アートサービス株式会社 八重原工場
株式会社碧維
有限会社 青木印刷所
アサヒ紙工株式会社 長野事業所
浅間ピストン株式会社
㈲アグリネット
株式会社 アグログリーン株式会社 アグログリーン
株式会社 アドバンス
株式会社 アバンティ
安滕削蹄所
学校法人　上田煌桜学園　さくら国際高等学校
株式会社 内堀製作所　１
株式会社 内堀製作所　2
株式会社 内堀製作所　4株式会社 内堀製作所　4

有限会社 エヌシーエス
有限会社 オールサポート
荻原和彦税理士事務所
有限会社 加藤自動車板金工業
有限会社 加藤自動車板金工業販売事業部
株式会社 カネト　軽井沢店
北佐久園芸株式会社北佐久園芸株式会社
有限会社　草笛
劇団佐久サムライ　吉祥美玲恵
有限会社　小松園芸
小泉行政書士事務所　小泉俊博
小林社会保険労務士事務所
小林重太郎事務所
株式会社　コトブキ株式会社　コトブキ

斉藤会計事務所
株式会社　櫻田商運
佐藤新聞店
サロンド　ZEN
㈱塩沢産業オートライフ塩沢東御店
四川中華料理　佐介
信濃ガス株式会社信濃ガス株式会社
株式会社 ジャパンプレシジョン
信州鉄平石株式会社
信州電機株式会社
信州リゾートサービス株式会社
住まいのパートナーきむら
株式会社 セルコ
大浅間ゴルフ株式会社大浅間ゴルフ株式会社

大廣建設株式会社
株式会社 ダスキン小諸
株式会社 竹 工
蓼北金属株式会社
ＴＳメリクロン株式会社
豊田ＴＲＩＫＥ株式会社
有限会社 トランスポート軽井沢有限会社 トランスポート軽井沢
株式会社 中 澤
長野県パトロール株式会社
長野フルーツカンパニー
南部農業研究会 中村真一
株式会社 橋 本
八十二銀行御代田支店
有限会社 ハルディン篠原有限会社 ハルディン篠原

廣木商事有限会社
ファーム　光
㈱フジカーランド上田
有限会社 ブラウンエッグファーム
福まる
べっぴん工房
マルイ産業株式会社マルイ産業株式会社
株式会社　丸陽
三矢工業株式会社
美療サロン　セイビア
山田　利彦
ユウテック
有限会社 レッカーサービス１１０
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