
企業に倫理を！職場に心を！ 
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                    ■■■■    日日日日        時時時時            ２０１２０１２０１２０１８８８８年年年年    ８８８８月月月月７７７７日日日日（（（（火火火火））））午前午前午前午前６６６６::::００００００００～～～～７７７７::::００００００００    

                    ■■■■    会会会会        場場場場            ベルエアベルエアベルエアベルエア会館会館会館会館        ５５５５ＦＦＦＦ    会議室会議室会議室会議室        ※※※※    5/85/85/85/8～～～～    会場移動変更会場移動変更会場移動変更会場移動変更        

                    ■■■■    参加費参加費参加費参加費            無料無料無料無料（（（（会員会員会員会員、、、、経営者経営者経営者経営者ではなくてもではなくてもではなくてもではなくても参加参加参加参加できますできますできますできます））））    

                                                                                                                                                                

                    ■■■■    万人幸福万人幸福万人幸福万人幸福のののの栞栞栞栞    ――――    第第第第１１１１１１１１条条条条    

                    ■■■■    テーマテーマテーマテーマ        企業体験発表「    家庭崩壊家庭崩壊家庭崩壊家庭崩壊をををを救救救救ってくれたってくれたってくれたってくれた、、、、倫理倫理倫理倫理のののの教教教教ええええ」」」」    

                    ■■■■    発表者発表者発表者発表者        小嶋小嶋小嶋小嶋
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    専任幹事専任幹事専任幹事専任幹事////    プランニングハウスプランニングハウスプランニングハウスプランニングハウス    フォグライツフォグライツフォグライツフォグライツ    代表代表代表代表        

                                    

        

    

    

    

                                                                                                                                            

                    
    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

第第第第６４６４６４６４２２２２回回回回    経営者モーニングセミナーのご案内経営者モーニングセミナーのご案内経営者モーニングセミナーのご案内経営者モーニングセミナーのご案内    

☆☆☆☆    終了後同会場にて終了後同会場にて終了後同会場にて終了後同会場にて    7777：：：：10101010～～～～    お食事会お食事会お食事会お食事会    を開催いたします。を開催いたします。を開催いたします。を開催いたします。    

朝食 700 円（コーヒー付）・ コーヒーのみ 200 円 

ぜひご参加ください（自由参加） 

 
８８８８////７７７７ (火)    太  白 (茂庭荘) ８８８８////８８８８ (水) 若  林 (ホテルメルパルク仙台) 

宮城県 副会長/㈱ミヤツー 代表取締役 佐藤 守 様 仙台東 専任幹事/スガイ塗料商事㈱ 代表取締役 菅井 清浩 様 

「万人幸福の栞セミナー① 第１1条～ 万物生々～」 「気が付かないと仕事は生まれない…気づきと実践！」 

８８８８////７７７７ (火) 青  葉 (江陽グランドホテル) ８８８８////８８８８ (水) 長 町 (仙台ＰＩＴ) 

仙台泉 副会長/ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ倶楽部 陽だまり 代表 佐々木 弘子 様 (株)まるしんシステム 黒田晋平 様/朝日建材(株) 熊谷浩子 様 

「運命自招」～人生の深い喜び～ 「宮城倫理経営塾を卒塾して」 

８８８８////７７７７ (火) 広  瀬 (ベルエア会館) ８８８８////９９９９ (木) 東    (ホテルレオパレス仙台) 

仙台広瀬 専任幹事/プランニングハウス フォグライツ  代表 小嶋 寿広 様 NPO 法人 20 世紀アーカイブ仙台 理事長 坂本 英紀 様 

企業体験発表「家庭崩壊を救ってくれた、倫理の教え」 「なつかしの映像の活用法」 

８８８８////８８８８ ((((水水水水)))) 中 央 (仙台国際ホテル) 曜日変更曜日変更曜日変更曜日変更 ８８８８////１０１０１０１０ (金) 宮城野 (ホテルレオパレス仙台) 

 さくら 会長/ ㈱庄司製作所 代表取締役 庄司 大 様 

「会員リレースピーチ」 「できるまでやれば、できますね」 

８８８８////８８８８ (水) 泉     (仙台ロイヤルパークホテル) ８８８８////１０１０１０１０ (金) はせくら (ホテルメルパルク仙台) 

宮城建設工業（株）宮城 美智彦 様 木坂法律事務所 所長弁護士 木坂 尚文 様 

「徳川家康の人生訓と人生失敗しない 4 つの勇気」 「事業承継問題の現状と対策」 

【曜⽇変更】 仙台中央 ８/８(水)~ 毎週水曜開催 

【仙台合同事務局 夏季休業】 ８月 1３日(月)〜８⽉16 日(木)ごごごご不便不便不便不便をおをおをおをお掛掛掛掛けいたしますがけいたしますがけいたしますがけいたしますが、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。 

 

仙台市内法人会 

モーニングセミナーご紹介 

今後のスケジュール 
 

  ■ ８月１９日（日） 「仙台駅前清掃」 6：00～（集合 5：45）仙台駅西口  

  ■ ８月２７日（月） 「倫理経営基礎講座」 18：30～19：30  ベルエア会館 ４Ｆ 会議室 



 

 

仙 台 広 瀬 倫 理 法 人 会 

 

◇◆◇ 経営者モーニングセミナー ◇◆◇ 

平成３０年 ８月 ７日(火)  

 

■ 講  師    プランニングハウス フォグライツ 代表 

小嶋小嶋小嶋小嶋
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    様様様様 

 

■ テーマ      「家庭崩壊を救ってくれた、倫理の教え」    
 

■ プロフィール 

1953 年（昭和 28 年） 仙台市生まれ。 

                         小学校は新潟～東京。 

                         中学校は千葉～新潟。 

                         高校は新潟（剣道部）と父親の転勤に伴い転校続き。 

1976 年（昭和 51 年） 東京造形大学卒業。 

                         ㈱技術開発振興会 出版部入社。 

                         通産省工業技術院 月刊『工業技術』の制作・発行。 

1980 年（昭和 55 年） 学研 EST 教育システム㈱ 仙台支社入社。 

                         英会話教材とシステムのフルコミッション営業。 

1982 年（昭和 57 年） ㈱日新（広告会社）入社。 

                         制作～営業。 

                         仙台中央倫理法人会に参加①仙台中央倫理法人会に参加①仙台中央倫理法人会に参加①仙台中央倫理法人会に参加①（社長の代理）。 

2001 年（平成 13 年） 結婚。 

2003 年（平成 15 年） 長女誕生。 

2008 年（平成 20 年） アイスキューブ入社。 

                         省エネ対策（ガラスコーティング、照明、電気、油など） 

                         仙台広瀬倫理法人会仙台広瀬倫理法人会仙台広瀬倫理法人会仙台広瀬倫理法人会    入会②入会②入会②入会②。 

2010 年（平成 22 年） プランニングハウス フォグライツ（広告代理業）創業。 

                         仙台広瀬倫理法人会仙台広瀬倫理法人会仙台広瀬倫理法人会仙台広瀬倫理法人会    入会③。入会③。入会③。入会③。    
 

★「生涯現役！★「生涯現役！★「生涯現役！★「生涯現役！    人生のトータルサポーターを目指しています！」人生のトータルサポーターを目指しています！」人生のトータルサポーターを目指しています！」人生のトータルサポーターを目指しています！」    
 

＜現所属団体＞ 

・仙台広瀬倫理法人会。（3 回目） 

・仙台ＳＭＩクラブ。 

・仙台シネマネットワーク。（趣味の映画の会：初代会長、現終身名誉会長） 


