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豊島区倫理法人会

ご案内

自己革新して
業績改善する
経営者の会です。

社長! こんな悩みや課題は
ありませんか？

（一社）倫理研究所公式YouTube
感動の過去セミナー

万人の知恵 動画
事業のヒント満載

東京都豊島区西池袋5-1-3 地下街C3出口上
モーニングセミナー会場：メトロシティ西池袋2階

絶好調になる「言葉」「表情」
「動作」を作りませんか？　
　職場ではどの人も同じ環境

下にいるのに波に乗ってサクサクと業務をこなしていく人がいれ
ば反対にいつも「大変だ～」って発しながらなかなか波に乗れな
い人もいます。不調を克服し、業務の流れを良くするには自分
自身で調子を上げていく方法を習慣化しなければなりません。
　豊島区倫理法人会では、明朗・愛和・喜働・純情（すなお）
の実践により己自身の価値を高め、社会で躍動できる人物
になることをビジョンに掲げています。知識や知恵だけでは
なく、実践訓練により絶好調になる「言葉」「表情」「動作」を
コントロール出来る人になりませんか？

会社の方向性が見えない……
何を軸に舵取りすれば？

人間関係の問題、社員、
顧客や家族との関係。

会社経営難、売上不足、コスト超過
資金繰りや資金調達。

人材採用や人材育成、理念浸透
組織力、団結力不足。

健康に不安があって明るく
過ごせなくなった……。

家族の抱える問題が気がかり。
何が原因なのだろうか？

事業継承でトラブルが……。

問題社員をどうすれば？

改善のヒントがたくさん!

ご挨拶
豊島区倫理法人会
第11代会長
竹澤 薫

豊島区倫理法人会からのご提案
 　「新型コロナウイルス感染症」「ウクライナ問題に端を発

するエネルギー価格の高騰」など大変動の時代だからこそ

「経営者としての資質の向上」が求められているのでは
ないでしょうか？

　豊島区倫理法人会では「提供価値No.1」のスローガン
を掲げ、約80名の経営者が、持てる「個性」を磨き高める
とともに、「よき資質」を育むべく活動しています。
　経営者は、元来孤独なものです。「よき資質」を後天的
に学び・実践する機会がないのも実状ではないでしょうか？

　是非、当会の仲間に入って頂き、共に学び・実践し、ご自身
の属する組織に対する提供価値を上げていきませんか？

豊島区倫理法人会による
地域活性化の取り組みを応
援しています。

豊島区倫理法人会 
顧問
衆議院議員
鈴木 隼人 氏
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豊島区倫理法人会の魅力とは？

倫理法人会 会費 月額１口１万円(銀行引き落とし)入会金なし

多くの方から「良い話を聴けた」「す
ばらしい経営だ」と評価される35分
講話と会員スピーチがメインです。
経営者の日々の心がけ、一番身近な
親や配偶者、子への接し方、苦難を
どういう心で向き合うべきかという
学びと気付きの場です。AM7:30よ
り講話を踏まえ参加者で1分間の意
見アウトプットをするシェア会もございます。他人の考え方を知る
良い機会です。無料で誰でも自由にご参加いただけます。（裏表紙
連絡先にてお問い合わせください。）

豊島区倫理法人会の会員は、経
営者を中心に会社員、個人事業
主や独立を目指す人等多様、20
代～シニア世代まで幅広い男女
会員が所属しております。毎週1
回以上顔をあわせ、ともに学び、
会場の準備等をみんなで協力することで相手の理解度や信頼関
係は高まります。

RahaCare（ヘナ美容室） 代表
豊島区倫理法人会 副事務長　
原 みのり 氏

【会員の声】朝日が登る時間に、人間としての本来の生き方、生
活時間を体験でき、呼吸とともにたくさんの学びを吸収して、体
験を吐き出す場所。それが私にとっての倫理法人会です。コロ
ナ渦のヘナ美容室オープン、ここで学んでいなければ出店を躊
躇していたと思います。感謝してこの時間を過ごしております。

たくさんの学びと体験を感謝。

合同会社総務部長 代表社員
豊島区倫理法人会 専任幹事
加藤 司郎 氏

【会員の声】個人事業を始めた4年前、経営者の心構えを学ぶた
めに入会し、毎週欠かさず学びを深め、昨年3月法人化すること
が出来ました。社長と呼ばれて実感したのは責任からくる孤独
感、重い責任と孤独感は比例することを知りました。会の大役
を引き受けた今年、孤独感と向き合い会員仲間の存在に感謝す
る体験を通して、苦境を突破する実践力は仲間の中で安心して
失敗できる環境が必要だと実感してます。今は仲間と共に失敗
を通して成長できることが何よりの喜びです。

企業トップとして得難いもの「仲間」と
「失敗体験」を得ました！

（一財）トランスアクト財団人材教育事業部エグゼクティブディレクター
豊島区倫理法人会 幹事　
立木 千賀 氏

【会員の声】豊島区倫理法人会の特徴は、とにかく元気！ キビキ
ビ！親切！ そしていつも多くの方が参加されているので、色々な出
会いやチャンスに巡り会うことができます。高い志を持つ皆さん
に毎週お会いすることで、多くの学びと刺激をいただいています。
また、倫理法人会の会員だけが受けられる「倫理指導」を通じ、日々
の活力とビジネスの流れが大きく変わり、とても感謝しています。

清々しい元気と様々なチャンスを
いただける大切な場所

（一財）立志財団 理事長
豊島区倫理法人会 事務長　
坂本 憲彦 氏

【会員の声】私は創業10年目で、社員との人間関係や今後の会社
の方向性にとても悩んでいました。それが入会して、倫理経営を
学んでいくことで、社内の人間関係や、会社の方向性を定めてい
くことができました。悩める経営者の学びの場として倫理法人会
は最適だと思いました。

経営の悩みがココですべて解決しました！

1 活気のあふれる経営者モーニングセミナーに
参加してみませんか？

2 ともに学び、助け合える意識の高い経営者や
多数の専門家の仲間ができます！

3 経営はもちろん、生活、人生の悩みを
相談できます!（会員限定）

［毎週木曜日AM6:30-8:30］
池袋駅西口より徒歩5分 地下通路C3出口上2階にて開催。

経営、仕事、転機、人生の進路、家庭、人間関係等による悩みを、
研修を受け正しく指南できる有資格者（倫理経営インストラクター
/法人スーパーバイザー /法人アドバイザー）に相談できます。ビ
ジネスコンサルティングとは違い、問題の根本となることへの向き
合い方、状況の改善、解決の糸口を指南、サポートしていただけま
す。  秘密厳守ですので今まで誰にも相談できなかった問題にもア
ドバイス可能です。（無料・会員のみ）

AM6:30～モーニングセミナー。
苦難を乗り越えた実践体験の講話。

懇親会で交流モーニングセミナー会場で、あなたを迎える
笑顔と元気な挨拶の違いを感じてください。

AM6:00～活力朝礼。全員の心と
気をあわせます。挨拶、唱和等社員
の団結力と理念の浸透は朝礼から。

［会員の業種一例］•スタント•社労士•研修講師•銀行出身者•起業家、社員育成•美容•介護関係
•不動産建築•出版•ミュージシャン•動画•税理士•企業総務•セキュリティ関係•語学関係•デザイ
ン•整体•薬学関係•保険•飲食店•営業コンサルタント•ITコンピューター•中小企業診断士他

4 夕方、休日の参加しやすいイベントも多数企画
企業に持ち帰り活用できる実験、実践の場です。

「イブニングセミナー」や「経営者
の集い」など夕方のセミナーも多
く企画しており終了後の参加者懇
親会もございます。会員は、ビジ
ネスに有用な資金、社員育成、士業、販促営業、総務等の専門家
が多く、懇親会で人と関わることで、より自己も磨かれます。
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「イブニングセミナー」や「経営者
の集い」など夕方のセミナーも多
く企画しており終了後の参加者懇
親会もございます。会員は、ビジ
ネスに有用な資金、社員育成、士業、販促営業、総務等の専門家
が多く、懇親会で人と関わることで、より自己も磨かれます。
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豊島区倫理法人会
Face book

豊島区倫理法人会
イベントカレンダー

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-14-3神田錦町ビル4階
TEL:03-6811-7841  FAX:03-6811-7135  
http://rinri-toshima.tokyo 

豊島区倫理法人会事務局（東京都事務局）

豊島区倫理法人会

ご案内

自己革新して
業績改善する
経営者の会です。

社長! こんな悩みや課題は
ありませんか？

（一社）倫理研究所公式YouTube
感動の過去セミナー

万人の知恵 動画
事業のヒント満載

東京都豊島区西池袋5-1-3 地下街C3出口上
モーニングセミナー会場：メトロシティ西池袋2階

絶好調になる「言葉」「表情」
「動作」を作りませんか？　
　職場ではどの人も同じ環境

下にいるのに波に乗ってサクサクと業務をこなしていく人がいれ
ば反対にいつも「大変だ～」って発しながらなかなか波に乗れな
い人もいます。不調を克服し、業務の流れを良くするには自分
自身で調子を上げていく方法を習慣化しなければなりません。
　豊島区倫理法人会では、明朗・愛和・喜働・純情（すなお）
の実践により己自身の価値を高め、社会で躍動できる人物
になることをビジョンに掲げています。知識や知恵だけでは
なく、実践訓練により絶好調になる「言葉」「表情」「動作」を
コントロール出来る人になりませんか？

会社の方向性が見えない……
何を軸に舵取りすれば？

人間関係の問題、社員、
顧客や家族との関係。

会社経営難、売上不足、コスト超過
資金繰りや資金調達。

人材採用や人材育成、理念浸透
組織力、団結力不足。

健康に不安があって明るく
過ごせなくなった……。

家族の抱える問題が気がかり。
何が原因なのだろうか？

事業継承でトラブルが……。

問題社員をどうすれば？

改善のヒントがたくさん!

ご挨拶
豊島区倫理法人会
第11代会長
竹澤 薫

豊島区倫理法人会からのご提案
 　「新型コロナウイルス感染症」「ウクライナ問題に端を発

するエネルギー価格の高騰」など大変動の時代だからこそ

「経営者としての資質の向上」が求められているのでは
ないでしょうか？

　豊島区倫理法人会では「提供価値No.1」のスローガン
を掲げ、約80名の経営者が、持てる「個性」を磨き高める
とともに、「よき資質」を育むべく活動しています。
　経営者は、元来孤独なものです。「よき資質」を後天的
に学び・実践する機会がないのも実状ではないでしょうか？

　是非、当会の仲間に入って頂き、共に学び・実践し、ご自身
の属する組織に対する提供価値を上げていきませんか？

豊島区倫理法人会による
地域活性化の取り組みを応
援しています。

豊島区倫理法人会 
顧問
衆議院議員
鈴木 隼人 氏
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豊島区倫理法人会の楽しいイベント！

ビズリンリ（ランチ会）
自分の仕事を参加者に伝え『ビジネスチャンスを広げら
れる豊島区』に。直接の取引でなくても、知り合いと知り
合いの仕事の繋げ役を担うと良い展開を引き込みます。

男の料理を楽しむ会（懇親会）
普段の恩返しで男性会員中心に手づくりの美味しい料
理を一緒に作ります。家族一緒にみんなで楽しみます。
自作料理＋ポッドラックパーティーです。


