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植木鋼材株式会社
　創業昭和37年、今期で61年を迎えます。創業以来「鐵のデパート」のキャッチフ
レーズで少量多品種、何でも取り揃う鋼材商社として見えないところで社会のお役に
立つ存在、なくてはならない存在、お客様のお役に立てる存在を目指してきました。
　現在私たちは「鐵を通して豊かな文化を創造する」のビジョンに向かいＢtoＣのお
客様にも鐵を知っていただきたい、鐵の美しさを知っていただきたい、との思いで自
社ブランド「maasa（マーサ）」を立ち上げました。今まで以上に経営理念の「つな
ぐ」をもとに仲間同士のコミュニケーションが大切になってきました。
　「反始慎終」本を忘れず、末を乱さず。家族やお客様に感謝の心で接することで私
たちは「未来」を創ります。倫理法人会の学びを通して活力朝礼を行い、朝から元気
な声が社内に響きます。純粋倫理はいつ、どこで、だれが行っても、皆が幸福になれ
る道。
　そしていつまでも変わらず、あらゆる文化の基となる。私たちはこれからも学び続
けます。

住所：栃木県宇都宮市川田町804
TEL：028-633-5225
https://www.uekikohzai.co.jp/

宇都宮西倫理法人会所属　倫理歴９年６ヶ月

①2022年6月末にリフォーム完成
　自社ブランド「maasa（マーサ）」のショールーム

②昭和の時代から一貫して青・白・赤のコントラストで
　スピード対応を心掛け、鋼材を届け続ける。蜘蛛の巣
　状に県内を走ることが創業者の父の目標

③「TRUNPF　TruLaser3030　fiber」2019年に購入

②

③

①
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高根沢さくら所属　印刷業鹿沼市所属　ITコーディネータ業日光市所属　カイロプラクティック

倫友の紹介 お困りごとがありましたらご相談ください。

株式会社 三栄マシニング
代表取締役社長

鈴木　勝博
所属：下野市倫理法人会
業種：試作部品・模型・航空機部材・治工具製作
住所：栃木県河内郡上三川町大字上郷2210-5

□first　□second　□third　□fourth

（平成22年12月入会）

12



真岡市準所属　酒造業小山中央所属　保険代理業

倫友の紹介 お困りごとがありましたらご相談ください。

宇都宮南所属　WEB・DTP業
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□first　□second　□third　□fourth

（平成20年９月入会）

所属：宇都宮市倫理法人会
業種：一級建築士事務所
住所：栃木県宇都宮市中今泉三丁目7番15号

株式会社 渡辺有規建築企画事務所

大島　健太郎
執行役員



倫友の紹介 お困りごとがありましたらご相談ください。

栃木市所属　溶接・金属加工業宇都宮西所属　保険代理業佐野市所属　建築業

所属：足利市倫理法人会
業種：就労継続支援事業所
住所：栃木県足利市小俣南町41番10

OCHI I N5

□first　□second　□third　□fourth

一般社団法人 徳栄会
代表理事

川田　直嗣
（令和３年２月入会）
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那須野ヶ原所属　パステルアート那須野ヶ原矢板所属　園芸業那須野ヶ原中央所属　映像・写真撮影、デザイン業

倫友の紹介 お困りごとがありましたらご相談ください。

□first　□second　□third　□fourth

所属：小山市倫理法人会
業種：外構・エクステリア工事
住所：栃木県小山市美しが丘1丁目12-2

（令和４年２月入会）
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宇都宮市北所属　在宅支援業宇都宮中央所属　建設業宇都宮東所属　ビューティサロン

倫友の紹介 お困りごとがありましたらご相談ください。

令和5年度　倫理経営講演会　開催予定

2/ 4  （土） 17:00

2/ 9  （木） 18:00

2/13 （月） 18:00

2/13 （月） 18:30

2/21 （火） 18:30

2/25 （土） 17:30

3/11 （土） 18:00

3/14 （火） 18:00

3/25 （土） 18:00

4/17 （月） 18:30

4/22 （土） 18:00

4/25 （火） 18:30

5/17 （水） 18:30

5/19 （金） 18:00

5/20 （土） 16:00

5/22 （月） 18:30

5/24 （水） 18:30

5/26 （金） 18:00

5/29 （月） 18:30

足利市倫理法人会

下野市倫理法人会

小山中央倫理法人会

宇都宮西倫理法人会

宇都宮中央倫理法人会

高根沢さくら倫理法人会

日光市倫理法人会

栃木市倫理法人会

那須野ヶ原矢板倫理法人会

真岡市準倫理法人会

宇都宮市倫理法人会

宇都宮南倫理法人会

鹿沼市倫理法人会

宇都宮東倫理法人会

宇都宮市北倫理法人会

佐野市倫理法人会

小山市倫理法人会

那須野ヶ原中央倫理法人会

那須野ヶ原倫理法人会

ニューミヤコホテル足利本館

石橋複合施設内 公民館

小山グランドホテル

コンセーレ

教育会館

元気あっぷむら

花の宿松や

サンプラザ栃木

矢板イースタンホテル

フォーシーズン静風

ホテル東日本宇都宮

ホテル東日本宇都宮

日晃そば

ホテル東日本宇都宮

コンセーレ

サンルート佐野

小山グランドホテル

ホテル花月

榊原会館



参加
無料

朝起きは繁栄の第一歩！ 6:00 7:00

榊原会館
TEL 0287-74-6175

大田原西地区公民館
TEL 0287-29-0105

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

榊原会館
TEL 0287-74-6175 高根沢さくら

一般社団法人えがおの郷
TEL 028-688-0634

鹿沼市

れすとらん花むらさき
TEL 0288-25-6188

大田原西地区公民館
TEL 0287-29-0105

那須野ヶ原 那須野ヶ原中央
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 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
小山市おもいがわ商工会
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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栃木県倫理法人会  会報
発行所／一般社団法人倫理研究所 栃木県倫理法人会　　発行人：佐藤 節子　広報委員長：生澤 晃

〒320-0066　栃木県宇都宮市駒生1-1-6  コンセーレ内　  TEL 028-624-9933　FAX 028-624-9936

URL：https://www.tochigi-rinri.com

E-mail：jimukyoku@tochigi-rinri.com

2023年1月20日号［第84号］

ホームページ Facebook
栃木県倫理法人会

令和５年度　実践報告会
　12月2日金曜日鬼怒川温泉「花の宿松や」において、令和５年度
栃木県倫理法人会「実践報告会」が参加者123名で開催されました。
　各地区から選ばれた県内レクチャラー10名の方が、7分間で自身
の実践と倫理体験の発表いただきました。笑いあり涙ありあっとい
う間の70分間でした。発表後関東・甲信越方面前川寛嗣研究員から、
純粋倫理を実践し報告し体験をアウトプットすることで学びがより
深まること、実践報告を聞くことで自分もやってみようと自分を変
え心の間違いを正すきっかけになること、モーニングセミナーで実
施されている会員スピーチが正に実践報告の場であり大いに活用し
て欲しいとの総評をいただきました。

実践報告会の原稿は、今後「実践報告書」として、各単会にデータで送付される予定となっていますので、
ご活用ください。10名の県内レクチャラーの皆様お疲れさまでした。ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文／宇都宮中央倫理法人会　海老根典子
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