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南東地区
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小山市倫理法人会 会⾧ 村松　辰也
　小山市倫理法人会11代目会長を拝命した村松辰也です。
　昨今は混迷の時代、大転換の時代と称され、先行き不透明な時代での経営を余儀なくされています。さ
らに会社は「人・モノ・カネ・情報」で経営され、どれも「人＝人財」が不可欠です。優秀な人財は中央
や一流企業に流れていくため、地方の中小企業は社長自ら優秀な社員に育てなければなりません。そのた
め社長自ら学ばなければならないのです。社長の器が大きくなれば、優秀な社員がたくさん勤めてくれる。
そうなれば、より多くのお客様を笑顔に出来る。つまり社会のお役に立つ企業になれるのです。
　「倫理法人会は社長自ら学ぶ研修所」と言い続けてきました。小山市倫理法人会で共に学び、共に成長
できるよう2年間という任期を精いっぱい努めて参ります。

真岡市準倫理法人会
　上野会長の後任として、会長を拝命することになりました。宇都宮市倫理法人会での２度の会長経験を

合わせると、４回目の会長となります。新鮮な気持ちを持ち続ける難しさも十分承知している中で、お受
けすることとなりました。９月よりモーニングセミナーや基礎講座の会場を真岡市内中心部にある熊倉公
民館に場所を移しました。移転を良ききっかけとして原点に返り、会社や家庭が良くなった体験を一人ひ

とりに丁寧に、小まめに、喜んでお伝えしていきたいと思います。コロナ禍の中、倫理研究所の丸山理事
長の発信には心が揺さぶられました。「やはりこの会は経営者、リーダーには必要だ」と実感しました。
皆さん、1年間よろしくお願いします。

会⾧ 田崎　利也

下野市倫理法人会
　皆さん、はじめまして。今年度より下野市倫理法人会の会長職を拝命した金田光央と申します。下野市
で掲げた今期のスローガンは、「聞く力、伝える力」です。
　会の運営において最重要といえるMSの活性化のため、聞き手側の意識を高め、講話者が話をしやすい環
境を構築していきます。講話者の方を見る、話の内容に頷きを入れ、取るべきリアクションは取る、腕組
をしないなど、話を聞く上で基本的だけど忘れがちなことを、役員会で再確認させて頂きました。前期は
「聞く力」をしっかりと身に着け、参加者全員でMSを盛り上げていくことに尽力し、後期ではそれらを踏
まえ、相手の立場に立ってどのように話をしたらよいかなど、「伝える力」について考え実践していきた
いと考えております。MS参加者数を平均20社目標で取り組んでいきます。

会⾧ 金田　光央

小山中央倫理法人会
　「楽しもう、挑戦！」というスローガンを掲げました。モーニングセミナーでの会員スピーチや講話の
チャンスを活かして、倫理体験を発表し合う取り組みをします。様々な研修においても、会員同士で積極
的に声を掛け合っていきます。目標は、栃木県で一番活気あるモーニングセミナーにすることです。参加
率にも注目していきながら、「参加してよかった」と思える運営をしていきます。一人一人の強みは違い
ます。それぞれの強みを活かしながら運営をしていけるように対話を意識していきます。私は会に入会し
て、自分の過去を振り返ることや周囲への感謝の気持ちが生まれました。その恩返しをこめて会⾧として
２年目、楽しく挑戦していきます。

会⾧ 鶴岡　学

　令和５年度南東地区長を拝命いたしました、田中一夫です。本年度南東地区スローガン「つなげ・

倫理実践の輪　目指せ６３１社」をかかげ。真岡、下野市、小山市、小山中央の４単会目標達成にむ

けて、役員、会員さん倫理の良さを、共有発信し、誰でも普及できる会にしていきます。単会役員会

の充実、モーニングセミナーのゲスト参加、経営者の集いのゲスト動員、倫理経営講演会のゲスト動

員、全ての行事に目標を、そして、何よりも楽しく倫理活動をすることが大切、地区全体、そして同

じ県南の牧野南西地区長とも、協力して和気あいあい年度目標に向けて進んでいきます。

南東地区地区⾧ 田中 一夫

倫友の紹介 お困りごとがありましたらご相談ください。

小山市所属　プライベートジム真岡市準所属　割烹料理下野市所属　墓石・仏具　輸入卸・小売業
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宇都宮市倫理法人会 会⾧ 柏村　友宣
　宇都宮市倫理法人会では昨年度の行動目標を【明朗】と掲げ、明るく和やかな、沢山の人が自然と集まる
ような、皆様に必要とされる単会作りを心掛けてきました。
　おかげさまで、自ら「宇都宮市倫理法人会で学びたい」と言う意識の高い倫友が増え、令和４年８月３１
日時点で会員社数１４６社と成長してまいりました。
　令和５年度も今の勢いを止めることなく、さらに明るく、会員一人ひとりが協力し、仲良く積極的に喜ん
で学んでいく【明朗・愛和・喜働の実践】を行動目標とし、さらなる飛躍を遂げてまいります。
　モーニングセミナーをはじめ、多くの学びの機会を充実させ、純粋倫理の実践者が一人でも多く増えるこ
とで、多くの人が幸福になり、世の中が明るくなり発展していく。そんな倫理活動に寄与する単会運営を心
掛けていきたいと思います。

永井 宏樹

　宇都宮地区長を拝命致しました永井です。

　令和５年度のスローガンは『倫理実践者の輪を広げ、宇都宮の発展に寄与する』としました。その

実現のため、宇都宮市や商工会議所、他団体との交流の機会を作り、相互理解を進めてまいります。

また、宇都宮地区内６単会の皆様が個性を発揮され、切磋琢磨しながら更に輝く宇都宮地区になるよ

う、林副地区長、八下田地区長補佐と共に活動してまいります。

　魅力溢れる６名の単会会長のもと活気ある会運営が行われ、そして地区として調和を図りながら年

度目標の全単会達成676社を目指して挑戦してまいります。

宇都宮地区地区⾧

足利市倫理法人会
　この度、足利市倫理法人会12代目２年目の会長職を拝命致しました久松伸幸です。倫理歴５年目の若輩
ではございますが、皆様、何卒宜しくお願いいたします。
　これからは足利市倫理法人会会長として１１４社の会員の皆様の下僕となり単会運営を行ってまいる所
存です。役員一丸となり会員すべての笑顔のために笑顔が輝く足利市倫理法人会、明朗・愛和・喜働の精
神で毎回のモーニングセミナーを運営してまいります。
　今期は“充実の一年”と捉え、より多くの会員様にご参加いただき愉しいモーニングセミナーであり、
また行きたくなる場創りに努めてまいります。会員の皆様、今後もご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願
い申し上げます。

会⾧ 久松　伸幸

佐野市倫理法人会
　会長２年目になります、松村一夫です。宜しくお願い致します。昨年同様ですが、本年度佐野市倫理法

人会スローガン『倫理立市宣言、さのし　～「倫理法人会憲章」の実践～』とさせて頂きました。役員さ
んを中心に憲章…「活動指針」の項目に対し具体的に実践項目を挙げて頂き、会員様には丸山敏秋理事長
の【『人は鏡』～この倫理実践に皆で取り組もう】を機会ある毎に伝え、MSにおいての実践による報告を

通して苦難、喜びを共有し倫理実践者を増やしていきます。本年も宜しくお願い致します。

会⾧ 松村　一夫

栃木市倫理法人会
　栃木市倫理法人会第７代会長の阿部勉です。会長３年目を務めさせていただくことになりました。前年
度は思うような成果を出せず反省の多い１年でしたが、その経験を無駄にせず最高の１年にしたいと思っ

ています。コロナとの向き合い方も少しずつ変化してきていますし、決めた計画を明るく精一杯実施して、
活気のある栃木市にしていきたいと思います。
　設立１５周年も終わり次の２０周年に向けてのスタートの１年として、役員さんと心を一つにし、栃木

市に倫理の輪を広げていきます。
「明朗・愛和・喜働の実践。これがいいのだ！これでいいのだ！やればできる！」

会⾧ 阿部　勉

南西地区地区⾧

　今年度、南西地区長を拝命しました牧野純一です。
　佐藤県会長の掲げたスローガン『倫理立県宣言、とちぎ！挑戦だ！』を足利市、佐野市、栃木市、
各単会に浸透させていきます。その為に先ずは会長と深くつながり、コミュニケーションを取って
参ります。そして、単会役員へと波及していきます。
　今年度南西地区は、中間352社・年度末373社と大きな目標を掲げています。まさに『挑戦だ！』
です。毎月の計画と結果の差異を一緒に検証して、すぐに具体的な対策を決め実行して参ります。
　栞15条信成万事の中に『その実は、信念をつけるのである。信念をねりかため、ねりあげるので
ある。きっと出来るぞ、きっとやるぞ、と動かぬ信念がその事を成就させる。』と記されています。
そうです、目標達成に向けて、信念をもって1年間活動して参ります。
　最後に、明るく、楽しく、魅力あるところに人は集まります。そんな地区にして、中間・年度末
目標を達成します。

牧野 純一



宇都宮東倫理法人会 会⾧ 中村　仁美
　宇都宮東倫理法人会６代目、初の女性会長を拝命しました中村仁美です。
　今年度は皆さんと力を合わせて、『倫理を正しく理解して、実践すれば皆が幸福になれる』ことを多く

の人達に伝えたいと思っています。その為に大切なのは、役員会とＭＳ朝礼。役員会や交流会での活発な
意見交換や情報交換、またＭＳ朝礼で心を合わせる事により、誰か一人が頑張るのではなく、みんなで力
を合わせて活動する事の楽しさを共有していきたいと思っています。

　自分だけでなくみんなが笑顔になれる、とにかく笑顔でいられる楽しい１年にしていきます!!
他単会の皆様も、是非いらしてください。

宇都宮西倫理法人会
　会長２期目を迎えました。昨年度は当会の目標を「明るい会にする、倫理の実践者を増やす」として活
動いたしました。その結果、延べ19人が倫理指導を受け純粋倫理に取組み、ＭＳに“笑い”を取入れたこ

とで元気の良い活気に満ちたＭＳ運営ができています。一方、倫理法人会の目的である普及に重点を置か
なかったため、目標達成には至っておりません。
　令和５年度の目標は“普及”を第一に掲げ、スローガンを昨年度同様「気づきと学びの実践」といたし

ました。大転換の時代を肌で感じつつ、「明朗･愛和･喜働＋全肯定」を合言葉に、あらゆる活動で“普及”
を意識して、仲間と一緒に仲間づくりの普及に取組んでまいります。

会⾧ 福田　智恵

宇都宮中央倫理法人会
　この度、三年目の会長として再任しました塚田昌弘です。よろしくお願いします。私は現在87歳です。

度々講演を依頼されますが、私は最後の講演だという覚悟で話しています。

　私は辞世の句が好きです。この世で大活躍した英雄の後では聞けない最後の言葉です。「凡さそう花よ

りも尚われは又今日の名残を如何にとかせん」浅野内匠頭主君の無念を晴らそうと四十七士は仇討ちを果

たしたと言われています。輝かしい二十一世紀である為に私の人生最後のご奉公、会長職ラストイヤーを

精一杯頑張ります。よろしくお願いします。

会⾧ 塚田　昌弘

宇都宮地区
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宇都宮南倫理法人会
　宇都宮南倫理法人会 六代目会長 井上加寿美です。モーニングセミナーに参加して、12年目になります。
当時は『宇都宮南「準」倫理法人会』、『正』ではありませんでした。青い『行動旗』も正面には無い時
期に入会し、初代高田会長と、役員と共に、正倫理法人会となる過程と歴史を見ながら、今に至り。そし
て、2023年8月1日、10周年を迎えます！
　誰よりも、南倫理法人会LOVEな私です。「本を忘れず」初代から受け継いだ、南恒例の『柔ら会』異業
種交流会。南倫理法人会は、その名の通り、温かく・柔らく、その中にも、ピリッとさした規律ある会、
そして、学びと、全てに意味ある空間を ご提供します。
【絶対肯定・絶対安心・絶対感謝】どうぞよろしくお願い致します。

会⾧ 井上　加寿美

宇都宮市北倫理法人会 会⾧ 倉谷　昌良
　令和５年度の宇都宮市北倫理法人会の会長を務めます倉谷昌良です。今年度のスローガンとして「倫理の学び

と実践で、幸せつなぐ北倫の輪」を掲げました。

　モーニングセミナーを起点に、明朗(雰囲気)愛和(結束力)喜働(活動成果)が揃った学びの場を提供し、実践体

験報告の講話が聴ける明朗な『いい会』を実現します。更に会員の皆様に倫理指導の利用をお勧めします。

　倫理実践は身近な事から直ぐに始めるられるセブンアクトを推奨してゆきます。小さな行動による自分自身の

変化を会員スピーチや講話を通してアウトプットしてもらいます。

　明朗な『いい会』に自然と集う友人や知人を、北倫の輪に心を込めてお迎えいたします。

倫友の紹介 お困りごとがありましたらご相談ください。

宇都宮市北所属　動画マーケティング業宇都宮東所属　コンサルティング業宇都宮南所属　墓苑業



県西地区
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倫友の紹介 お困りごとがありましたらご相談ください。

仲澤 佳子

　昨年度に引き続き県西地区長を拝命致しました仲澤です。昨年度は地区としての交流や親睦に重点
を置き、地区でのコミュニケーションを出来る限り図ってきました。その甲斐あってか、地区の鹿沼
市、日光市、高根沢さくらの三単会とも普及目標の達成が出来ました。目指すべき方向性に間違いは
なかったと思います。
　今年度は交流・親睦を更に一歩前に進め、昨年度以上にイベントや施策を実行していきたい考えで
す。単会同士の横のつながりも強化し、活気あふれる地区を目指して参ります。その上で、地区一丸
となって普及目標の達成にも取り組みます。
　地区長としては、それらを具現化するために、単会や地区が更に良くなるために、３単会のモーニ
ングセミナー運営や普及活動等々を全力でバックアップをしていく所存です。３単会の会長、専任幹
事をはじめ、役員・会員の皆様、この１年も、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

県西地区地区⾧

高根沢さくら倫理法人会
　会長を拝命してからあっという間の一年間でした。何にも出来ない会長を支えてくれた皆様に心から感

謝いたします。

　これから二年目のスタートですが、きっと苦難が待っていると思います。しかしそれに逃げたりせずに

自分の出来る事をしっかりとやり、皆様と共に明るい元気な高根沢さくらにしていきたいと思います。

会⾧ 澤畑　宏之

鹿沼市倫理法人会
　今年度２年目の会長を拝命いたしました。今年度は倫理法人会の良さを多くの方達に知っていただき、
会の仲間に加わっていただけるような魅力ある会の運営に励んで参ります。
　スローガンは、「素直に倫理実践！」とさせていただきます。一人でも多くの会員の方が倫理実践を通

して家庭や会社の繁栄に繋がるような倫理体験者が増えることを願います。
　昨年度は多くの会員の皆様のお力添えをいただきまして感謝いたします。今年度もアットホームな鹿沼
らしさを継承しつつ会の発展に努めて参ります。

会⾧ 吉村　実

日光市倫理法人会
　令和４年度に引き続き、会長を拝命致しました、臼井正俊です。恩師Ｍ氏に「苦しい方をとれ！」と、
ご指導賜り、継続の意志を固めました。
　活動計画書には、毎期のようにカッコいいことばかり書いてまいりましたが、これまで何一つとして、
実現できたことはありません。
　今期は初心に返り、毎週真っ先にモーニングセミナー会場に入場し、開場の準備を始めること。既会員
さんへのご挨拶を、怠らぬこと。日光の伝統に倣い、自らの足で普及を行うこと。この三つのみを目標に
活動してまいります。「役が人をつくる」のであれば、新たなこの一年、会長のお役が、更に私を成長さ
せてくれるに違いありません。

会⾧ 臼井　正俊

鹿沼市所属　保険代理業高根沢さくら所属　飲食業 日光市所属　飲食業

宇都宮西所属　設計

足利市所属　造園・土木・再生可能エネルギー事業佐野市所属　コンビニエンスストア 小山中央所属　鍼灸師



那須地区
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栃木市所属　解体工事　

倫友の紹介 お困りごとがありましたらご相談ください。

倫理法人会は、一般社団法人倫理研究所の法人会員組織です。
「企業に倫理を 職場に心を 家庭に愛を」をスローガンに、まず経営者自身が
純粋倫理を学び、活力に満ちた人間に変わることによって、社員が変わり、
社風が変わり、自社の繁栄を目指すものです。
また倫理法人会の会員同士が集い、語り合うことで、自分では気づかない
ような経営のヒントも得ることができる場所です！

「栃木県倫理法人会」とはどんなところ？

那須野ヶ原中央倫理法人会
　令和５年度会長を拝命致しました、野沢貞信です。スローガン『明るく・仲よく・楽しんで実践しよう
！』と掲げさせて頂きました。中間目標115社・年度末目標120社の達成に向け、普及勉強会を年５回開催、
どう勧めたら効果的かなどを、会員の実体験を通じて学べる場を設けます。
　その上で、次の３点を軸に会運営を進めて参ります。
①ＭＳの精度向上と参加社向上(参加目標35社36名ＭＳ・朝礼25名・ゲスト月4名)
②各委員会が趣向を凝らした夜のセミナーを開催し、ＭＳ参加の足掛かりをつける。
③会員へのフォローアップ充実を図る。(懇談会・オリエンテーションなど)
　全ての活動に対して、明るく・仲よく・楽しんで実践する会へと歩を進めて参ります。どうぞ一年間宜
しくお願い致します。

会⾧ 野沢　貞信

　この度、令和５年度の那須地区長を拝命いたしました。那須野ヶ原３単会は、那須野ヶ原倫理法人
会より分封し、那須野ヶ原中央そして那須野ヶ原矢板と設立されました。
　「倫理立県宣言、とちぎ那須野ヶ原！挑戦だ」をスローガンに倫理の実践体験の価値提供をし、倫
理体験を味わい、明朗・愛和・喜働に生きることで　家庭と会社の繁栄を実現する。積極大胆に自己
革新をはかりひとり一人が魅力あふれる人間となり活気あふれる各単会運営を目指す。
　倫理経営の核心は実践にあります。その主役は経営者自身です。
倫理法人会活動指針→１、リーダーを養成する→倫理経営指導、（実践の場）セミナーや講演会、倫
理図書で実践のヒント→明朗、愛和、喜働の具体的な倫理実践（実験）→倫理体験→体験報告会員ス
ピーチ→個人として成長→家庭人として成長→職場人として成長→地域人として成長→地球人として
成長→日本創生=会員企業と社員の幸福と繁栄を目指す。

那須地区地区⾧　 田代　稔

那須野ヶ原倫理法人会
　那須野ヶ原倫理法人会は今年で設立20周年を迎えます。歴史ある単会の11代目の会長を引き継ぐことに
なりました。
　「企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を」のスローガンをもとに、健全な家庭経営と事業経営してい
くうえで必要なことは人間力を磨くことにあります。人間力は本を読めば済むものではなく、日々の生活
に落とし込んで継続していくものだと思います。それを高めるために日々実践が大切です。
　先輩たちが繋いできた学びの場と実践の場であるモーニングセミナーを継続すること、そして多くの人
が集う自分磨きの場、気づきの場として活性化させて心でつながるネットワークを広げて、企業と家庭の
健全な繁栄と地域社会の発展のために努めてまいります。

会⾧ 渡邉　悦雄

那須野ヶ原矢板倫理法人会
　令和５年度那須野ヶ原矢板倫理法人会の会長を拝命いたしました、伊藤一嘉です。当会は少ない会員数
・参加者数ではありますが、明朗・愛和・喜働の実践の場として、気づきが多く、活気のある、倫理体験

を積むことのできる会にしていきたいと思います。スローガンとして「ＹＤ～やればできる・矢板できる
～」と掲げさせていただきました。いろいろなことにチャレンジし、まずは「やればできる」と信じ、行
動し、良い結果を得られるようになっていきたいと思います。そして、会員の皆さま、セミナー等に参加

される方々の気づきと実践の場として盛り上げられるよう精進してまいります。そして、ご一緒に学んで
いただく方々を増やしていきます。

会⾧ 伊藤　一嘉

那須野ヶ原所属　ヨガインストラクター那須野ヶ原中央所属　製造業那須野ヶ原矢板所属　保険業



参加
無料

朝起きは繁栄の第一歩！ 6:00 7:00

那須野ヶ原
榊原会館
TEL 0287-74-6175

那須野ヶ原中央
大田原西地区公民館
TEL 0287-29-0105

那須野ヶ原矢板
やいたにぎわい館
ホールセピア
TEL 0287-29-0105

日光市
れすとらん花むらさき
TEL 0288-25-6188 高根沢さくら

一般社団法人えがおの郷
TEL 028-688-0634

鹿沼市
鹿沼商工会議所3Ｆ大会議室
TEL 028-688-0171

宇都宮西
コンセーレ
TEL 0287-73-7087

宇都宮中央
コンセーレ
TEL 028-612-6017

宇都宮南
護国会館
TEL 028-612-6017

宇都宮東
コンセーレ
TEL 028-610-0537

宇都宮市北
コンセーレ
TEL 028-612-6017

宇都宮市
ホテル東日本宇都宮
TEL 028-611-3777

佐野市
ホテルサンルート佐野
TEL 0285-37-7312

真岡市準
熊倉公民館
TEL 0285-84-2620

小山中央
間々田商工会
TEL 0285-31-0611

栃木市
栃木グランドホテル
TEL 0282-21-8877 小山市

小山グランドホテル
TEL 0285-27-7059

足利市
ニューミヤコホテル本館
TEL 0284-41-5853
下野市
薬師寺コミュニティセンター
TEL 028-678-9801

※電話番号は事務局の連絡先です。モーニングセミナー会場の連絡先ではありませんのでご留意ください。
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ホームページ Facebook栃木県倫理法人会

文：

令和５年度 栃木県倫理法人会 年度はじめ式
　令和４年９月３日「令和５年度栃木県倫理法人会年度はじめ式」が、ホテル東日本

宇都宮にて新型コロナウイルス感染予防対策を講じながら開催され、県・各単会役職

者ら総勢１３４名が出席しました。

　式典では厳粛な雰囲気の中、辞令交付が執り行われ、佐藤節子新会長の掲げる「倫

理立県宣言！とちぎ！挑戦だ！」のスローガンのもと、佐川浩一新幹事長を筆頭に５

地区長が目標達成の決意表明を行いました。２０１０社目標達成に向かって１９単会

が一丸となり、新年度がスタートいたしました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文：副幹事長　田中 美保

令和５年度 祈誓式
　暑さ去りやらぬ初秋、晴天に恵まれた９月10日令和５年度祈誓式（丸山敏雄創始者、
沼生実初代県会長墓所参拝）が執り行われました。
　佐藤節子県会長初め県役員総勢４７名「一同礼」、墓前にて前年度の普及報告、続
いて佐藤節子会長が今年度内外拡充の決意を新たに令和５年度普及目標２０１０社達
成を力強く誓いました。
　山下幸平副方面長の挨拶「墓前にて誓いをたてると云う事は、そこに丸山創始者が
居らっしゃると思い丸山先生に誓いを立てたと云うことです！！」と云う言葉に、一
同自分が発した祈誓を違えぬ様襟を正し、覚悟を新たにいたしました。
　倫理研究所功労者の墓所を清掃し献花参拝後、沼生実初代会長墓所へ。お花を手向
け、墓前にて一人ひとり感謝の思いを込めて線香を手向け手を合わせました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文：副幹事長　荻原 葉子
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