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イベント

もいえる「ビクターの
して活躍された人です。増田さんは初期の
したが、資材課長としての才能を買われて抜擢されたのです。それまでの大会社の資材課長
は、納入業者に威張り散らすことも多く、接待なども平気でこちらから要求することもあっ
たようですが、自らは業者を大切にし、節度を持った付き合いをしているうちに沢山の情報
をもらい、無理をきいてもらえ、大変な協力を得たといい
 
日は社長は機嫌が悪いぞ」といわれたことは一度もなかったそうです。増田インストラクタ
ーは「物事を成すにはまず夫婦の仲がよく、そして社員を家族のように思って愛和するべし」
という倫理経営の大原則をみごとに実践しておられ、その体験談は迫力抜群で、朝から感動
の涙と勇気を頂きました。

モーニングセミナーに参加するのは、強い自分の心を作ることにもあります。
という言葉があります。東日本大震災の様な天災が起きてくるのも、偶然ではなく、その時、
人の心はどうであったか。日本の政治は何をやっているのか。豊かな国にみえる日本でも年
間三万人を超える自殺者を出している。残念なことに日本は、両親を尊敬している子供は、
最下位。先生を尊敬している子供も、最下位。日本が壊れかけているのが現実です。大切な、
日本人の文化や誇りをも、捨ててしまった。それを取り戻さなくてはならない。そこに純粋
倫理があります。そこには大宇宙の哲理があり、生活法則がある。それは、人間
た

理経営」についてお話をいただきました。「致知」という雑誌の中で、京セラの稲盛和夫氏
が「王道の経営を歩め」と仰られています。「仁」「義」「礼」３つを持ち合わせている人が
「徳」のある人。その「徳」のある人の行なう経営が「王道」です。それに対して「覇道の
経営」があります。これは「力」を誇示し、「金」をもうければ何をや
考え方です。これは欧米的なやり方であり、日本には合わず、いつか破綻します。今こそ「王
道の経営」に立ち返らなければなりません。「企業に倫理を
掲げる「倫理経営」こそ「王道の経営」なのです。
また、ご自身がサラリーマン時代にご経験された「やれば必ずできる。できないのはやらな
いからだ。」の体験談をお話いただきました。この体験談は、グループの一員としてご活躍
されたことがＮＨＫの番組で取上げられ、映画化もされたそうです。映画のタイトルは「陽
は又昇る」です。経営者の方は、是非

イベント 倫理経営講演会講

増田さんは
もいえる「ビクターの
して活躍された人です。増田さんは初期の
したが、資材課長としての才能を買われて抜擢されたのです。それまでの大会社の資材課長
は、納入業者に威張り散らすことも多く、接待なども平気でこちらから要求することもあっ
たようですが、自らは業者を大切にし、節度を持った付き合いをしているうちに沢山の情報
をもらい、無理をきいてもらえ、大変な協力を得たといい
 増田さんは奥様とも喧嘩をしたことがないというほどの良い夫婦仲ですが、会社でも「今
日は社長は機嫌が悪いぞ」といわれたことは一度もなかったそうです。増田インストラクタ
ーは「物事を成すにはまず夫婦の仲がよく、そして社員を家族のように思って愛和するべし」
という倫理経営の大原則をみごとに実践しておられ、その体験談は迫力抜群で、朝から感動
の涙と勇気を頂きました。

モーニングセミナーに参加するのは、強い自分の心を作ることにもあります。
という言葉があります。東日本大震災の様な天災が起きてくるのも、偶然ではなく、その時、
人の心はどうであったか。日本の政治は何をやっているのか。豊かな国にみえる日本でも年
間三万人を超える自殺者を出している。残念なことに日本は、両親を尊敬している子供は、
最下位。先生を尊敬している子供も、最下位。日本が壊れかけているのが現実です。大切な、
日本人の文化や誇りをも、捨ててしまった。それを取り戻さなくてはならない。そこに純粋
倫理があります。そこには大宇宙の哲理があり、生活法則がある。それは、人間
たものではなく、自然界にあったものを創始者丸山敏雄

今回は「職場の教養」に惚れ込み、ご自身から倫理法人会の門を叩かれた増田さんに「倫
理経営」についてお話をいただきました。「致知」という雑誌の中で、京セラの稲盛和夫氏
が「王道の経営を歩め」と仰られています。「仁」「義」「礼」３つを持ち合わせている人が
「徳」のある人。その「徳」のある人の行なう経営が「王道」です。それに対して「覇道の
経営」があります。これは「力」を誇示し、「金」をもうければ何をや
考え方です。これは欧米的なやり方であり、日本には合わず、いつか破綻します。今こそ「王
道の経営」に立ち返らなければなりません。「企業に倫理を
掲げる「倫理経営」こそ「王道の経営」なのです。
また、ご自身がサラリーマン時代にご経験された「やれば必ずできる。できないのはやらな
いからだ。」の体験談をお話いただきました。この体験談は、グループの一員としてご活躍
されたことがＮＨＫの番組で取上げられ、映画化もされたそうです。映画のタイトルは「陽
は又昇る」です。経営者の方は、是非
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のお話、とても楽し

みです！

皆様もぜひご参加く

ださい

増田さんは NHK の「
もいえる「ビクターの
して活躍された人です。増田さんは初期の
したが、資材課長としての才能を買われて抜擢されたのです。それまでの大会社の資材課長
は、納入業者に威張り散らすことも多く、接待なども平気でこちらから要求することもあっ
たようですが、自らは業者を大切にし、節度を持った付き合いをしているうちに沢山の情報
をもらい、無理をきいてもらえ、大変な協力を得たといい
増田さんは奥様とも喧嘩をしたことがないというほどの良い夫婦仲ですが、会社でも「今

日は社長は機嫌が悪いぞ」といわれたことは一度もなかったそうです。増田インストラクタ
ーは「物事を成すにはまず夫婦の仲がよく、そして社員を家族のように思って愛和するべし」
という倫理経営の大原則をみごとに実践しておられ、その体験談は迫力抜群で、朝から感動
の涙と勇気を頂きました。

モーニングセミナーに参加するのは、強い自分の心を作ることにもあります。
という言葉があります。東日本大震災の様な天災が起きてくるのも、偶然ではなく、その時、
人の心はどうであったか。日本の政治は何をやっているのか。豊かな国にみえる日本でも年
間三万人を超える自殺者を出している。残念なことに日本は、両親を尊敬している子供は、
最下位。先生を尊敬している子供も、最下位。日本が壊れかけているのが現実です。大切な、
日本人の文化や誇りをも、捨ててしまった。それを取り戻さなくてはならない。そこに純粋
倫理があります。そこには大宇宙の哲理があり、生活法則がある。それは、人間

なく、自然界にあったものを創始者丸山敏雄

今回は「職場の教養」に惚れ込み、ご自身から倫理法人会の門を叩かれた増田さんに「倫
理経営」についてお話をいただきました。「致知」という雑誌の中で、京セラの稲盛和夫氏
が「王道の経営を歩め」と仰られています。「仁」「義」「礼」３つを持ち合わせている人が
「徳」のある人。その「徳」のある人の行なう経営が「王道」です。それに対して「覇道の
経営」があります。これは「力」を誇示し、「金」をもうければ何をや
考え方です。これは欧米的なやり方であり、日本には合わず、いつか破綻します。今こそ「王
道の経営」に立ち返らなければなりません。「企業に倫理を
掲げる「倫理経営」こそ「王道の経営」なのです。
また、ご自身がサラリーマン時代にご経験された「やれば必ずできる。できないのはやらな
いからだ。」の体験談をお話いただきました。この体験談は、グループの一員としてご活躍
されたことがＮＨＫの番組で取上げられ、映画化もされたそうです。映画のタイトルは「陽
は又昇る」です。経営者の方は、是非
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倫理経営講演会講

全国各地で、感動

の講話をされてる

増田アドバイザー

のお話、とても楽し

みです！ 

皆様もぜひご参加く

ださい(^^) 

の「プロジェクト
もいえる「ビクターの VHS」と「ソニーの
して活躍された人です。増田さんは初期の
したが、資材課長としての才能を買われて抜擢されたのです。それまでの大会社の資材課長
は、納入業者に威張り散らすことも多く、接待なども平気でこちらから要求することもあっ
たようですが、自らは業者を大切にし、節度を持った付き合いをしているうちに沢山の情報
をもらい、無理をきいてもらえ、大変な協力を得たといい
増田さんは奥様とも喧嘩をしたことがないというほどの良い夫婦仲ですが、会社でも「今

日は社長は機嫌が悪いぞ」といわれたことは一度もなかったそうです。増田インストラクタ
ーは「物事を成すにはまず夫婦の仲がよく、そして社員を家族のように思って愛和するべし」
という倫理経営の大原則をみごとに実践しておられ、その体験談は迫力抜群で、朝から感動
の涙と勇気を頂きました。    

モーニングセミナーに参加するのは、強い自分の心を作ることにもあります。
という言葉があります。東日本大震災の様な天災が起きてくるのも、偶然ではなく、その時、
人の心はどうであったか。日本の政治は何をやっているのか。豊かな国にみえる日本でも年
間三万人を超える自殺者を出している。残念なことに日本は、両親を尊敬している子供は、
最下位。先生を尊敬している子供も、最下位。日本が壊れかけているのが現実です。大切な、
日本人の文化や誇りをも、捨ててしまった。それを取り戻さなくてはならない。そこに純粋
倫理があります。そこには大宇宙の哲理があり、生活法則がある。それは、人間

なく、自然界にあったものを創始者丸山敏雄

今回は「職場の教養」に惚れ込み、ご自身から倫理法人会の門を叩かれた増田さんに「倫
理経営」についてお話をいただきました。「致知」という雑誌の中で、京セラの稲盛和夫氏
が「王道の経営を歩め」と仰られています。「仁」「義」「礼」３つを持ち合わせている人が
「徳」のある人。その「徳」のある人の行なう経営が「王道」です。それに対して「覇道の
経営」があります。これは「力」を誇示し、「金」をもうければ何をや
考え方です。これは欧米的なやり方であり、日本には合わず、いつか破綻します。今こそ「王
道の経営」に立ち返らなければなりません。「企業に倫理を
掲げる「倫理経営」こそ「王道の経営」なのです。
また、ご自身がサラリーマン時代にご経験された「やれば必ずできる。できないのはやらな
いからだ。」の体験談をお話いただきました。この体験談は、グループの一員としてご活躍
されたことがＮＨＫの番組で取上げられ、映画化もされたそうです。映画のタイトルは「陽
は又昇る」です。経営者の方は、是非
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全国各地で、感動

の講話をされてる

増田アドバイザー

のお話、とても楽し

 

皆様もぜひご参加く

 

プロジェクトＸ」という番組で取り上げられた、ビデオテープ戦争と
」と「ソニーのβ

して活躍された人です。増田さんは初期の
したが、資材課長としての才能を買われて抜擢されたのです。それまでの大会社の資材課長
は、納入業者に威張り散らすことも多く、接待なども平気でこちらから要求することもあっ
たようですが、自らは業者を大切にし、節度を持った付き合いをしているうちに沢山の情報
をもらい、無理をきいてもらえ、大変な協力を得たといい
増田さんは奥様とも喧嘩をしたことがないというほどの良い夫婦仲ですが、会社でも「今

日は社長は機嫌が悪いぞ」といわれたことは一度もなかったそうです。増田インストラクタ
ーは「物事を成すにはまず夫婦の仲がよく、そして社員を家族のように思って愛和するべし」
という倫理経営の大原則をみごとに実践しておられ、その体験談は迫力抜群で、朝から感動

    沢矯正歯科医院様

モーニングセミナーに参加するのは、強い自分の心を作ることにもあります。
という言葉があります。東日本大震災の様な天災が起きてくるのも、偶然ではなく、その時、
人の心はどうであったか。日本の政治は何をやっているのか。豊かな国にみえる日本でも年
間三万人を超える自殺者を出している。残念なことに日本は、両親を尊敬している子供は、
最下位。先生を尊敬している子供も、最下位。日本が壊れかけているのが現実です。大切な、
日本人の文化や誇りをも、捨ててしまった。それを取り戻さなくてはならない。そこに純粋
倫理があります。そこには大宇宙の哲理があり、生活法則がある。それは、人間

なく、自然界にあったものを創始者丸山敏雄
「名古屋市中央倫理法人会

今回は「職場の教養」に惚れ込み、ご自身から倫理法人会の門を叩かれた増田さんに「倫
理経営」についてお話をいただきました。「致知」という雑誌の中で、京セラの稲盛和夫氏
が「王道の経営を歩め」と仰られています。「仁」「義」「礼」３つを持ち合わせている人が
「徳」のある人。その「徳」のある人の行なう経営が「王道」です。それに対して「覇道の
経営」があります。これは「力」を誇示し、「金」をもうければ何をや
考え方です。これは欧米的なやり方であり、日本には合わず、いつか破綻します。今こそ「王
道の経営」に立ち返らなければなりません。「企業に倫理を
掲げる「倫理経営」こそ「王道の経営」なのです。
また、ご自身がサラリーマン時代にご経験された「やれば必ずできる。できないのはやらな
いからだ。」の体験談をお話いただきました。この体験談は、グループの一員としてご活躍
されたことがＮＨＫの番組で取上げられ、映画化もされたそうです。映画のタイトルは「陽
は又昇る」です。経営者の方は、是非一度観てほしいとのことでした。

高知市倫理法人会 All Rights Reserved.

 増田常平氏

」という番組で取り上げられた、ビデオテープ戦争と
」と「ソニーのβ」の熾烈な戦いのプロジェクトチームの一員と

して活躍された人です。増田さんは初期の 7人のメンバーの中で唯一高卒（十日町高校）で
したが、資材課長としての才能を買われて抜擢されたのです。それまでの大会社の資材課長
は、納入業者に威張り散らすことも多く、接待なども平気でこちらから要求することもあっ
たようですが、自らは業者を大切にし、節度を持った付き合いをしているうちに沢山の情報
をもらい、無理をきいてもらえ、大変な協力を得たといい
増田さんは奥様とも喧嘩をしたことがないというほどの良い夫婦仲ですが、会社でも「今

日は社長は機嫌が悪いぞ」といわれたことは一度もなかったそうです。増田インストラクタ
ーは「物事を成すにはまず夫婦の仲がよく、そして社員を家族のように思って愛和するべし」
という倫理経営の大原則をみごとに実践しておられ、その体験談は迫力抜群で、朝から感動

沢矯正歯科医院様

モーニングセミナーに参加するのは、強い自分の心を作ることにもあります。
という言葉があります。東日本大震災の様な天災が起きてくるのも、偶然ではなく、その時、
人の心はどうであったか。日本の政治は何をやっているのか。豊かな国にみえる日本でも年
間三万人を超える自殺者を出している。残念なことに日本は、両親を尊敬している子供は、
最下位。先生を尊敬している子供も、最下位。日本が壊れかけているのが現実です。大切な、
日本人の文化や誇りをも、捨ててしまった。それを取り戻さなくてはならない。そこに純粋
倫理があります。そこには大宇宙の哲理があり、生活法則がある。それは、人間

なく、自然界にあったものを創始者丸山敏雄
名古屋市中央倫理法人会

今回は「職場の教養」に惚れ込み、ご自身から倫理法人会の門を叩かれた増田さんに「倫
理経営」についてお話をいただきました。「致知」という雑誌の中で、京セラの稲盛和夫氏
が「王道の経営を歩め」と仰られています。「仁」「義」「礼」３つを持ち合わせている人が
「徳」のある人。その「徳」のある人の行なう経営が「王道」です。それに対して「覇道の
経営」があります。これは「力」を誇示し、「金」をもうければ何をや
考え方です。これは欧米的なやり方であり、日本には合わず、いつか破綻します。今こそ「王
道の経営」に立ち返らなければなりません。「企業に倫理を
掲げる「倫理経営」こそ「王道の経営」なのです。 
また、ご自身がサラリーマン時代にご経験された「やれば必ずできる。できないのはやらな
いからだ。」の体験談をお話いただきました。この体験談は、グループの一員としてご活躍
されたことがＮＨＫの番組で取上げられ、映画化もされたそうです。映画のタイトルは「陽

一度観てほしいとのことでした。
「松山北倫理法人会」ホームページより

All Rights Reserved.

増田常平氏はこんな方です！

」という番組で取り上げられた、ビデオテープ戦争と
」の熾烈な戦いのプロジェクトチームの一員と
人のメンバーの中で唯一高卒（十日町高校）で

したが、資材課長としての才能を買われて抜擢されたのです。それまでの大会社の資材課長
は、納入業者に威張り散らすことも多く、接待なども平気でこちらから要求することもあっ
たようですが、自らは業者を大切にし、節度を持った付き合いをしているうちに沢山の情報
をもらい、無理をきいてもらえ、大変な協力を得たといいます。
増田さんは奥様とも喧嘩をしたことがないというほどの良い夫婦仲ですが、会社でも「今

日は社長は機嫌が悪いぞ」といわれたことは一度もなかったそうです。増田インストラクタ
ーは「物事を成すにはまず夫婦の仲がよく、そして社員を家族のように思って愛和するべし」
という倫理経営の大原則をみごとに実践しておられ、その体験談は迫力抜群で、朝から感動

沢矯正歯科医院様ホームページ

モーニングセミナーに参加するのは、強い自分の心を作ることにもあります。
という言葉があります。東日本大震災の様な天災が起きてくるのも、偶然ではなく、その時、
人の心はどうであったか。日本の政治は何をやっているのか。豊かな国にみえる日本でも年
間三万人を超える自殺者を出している。残念なことに日本は、両親を尊敬している子供は、
最下位。先生を尊敬している子供も、最下位。日本が壊れかけているのが現実です。大切な、
日本人の文化や誇りをも、捨ててしまった。それを取り戻さなくてはならない。そこに純粋
倫理があります。そこには大宇宙の哲理があり、生活法則がある。それは、人間

なく、自然界にあったものを創始者丸山敏雄が発見したのです。
名古屋市中央倫理法人会」での増田氏の講話記録

今回は「職場の教養」に惚れ込み、ご自身から倫理法人会の門を叩かれた増田さんに「倫
理経営」についてお話をいただきました。「致知」という雑誌の中で、京セラの稲盛和夫氏
が「王道の経営を歩め」と仰られています。「仁」「義」「礼」３つを持ち合わせている人が
「徳」のある人。その「徳」のある人の行なう経営が「王道」です。それに対して「覇道の
経営」があります。これは「力」を誇示し、「金」をもうければ何をや
考え方です。これは欧米的なやり方であり、日本には合わず、いつか破綻します。今こそ「王
道の経営」に立ち返らなければなりません。「企業に倫理を 職場に心を」とスローガンに

 
また、ご自身がサラリーマン時代にご経験された「やれば必ずできる。できないのはやらな
いからだ。」の体験談をお話いただきました。この体験談は、グループの一員としてご活躍
されたことがＮＨＫの番組で取上げられ、映画化もされたそうです。映画のタイトルは「陽

一度観てほしいとのことでした。
「松山北倫理法人会」ホームページより
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はこんな方です！

」という番組で取り上げられた、ビデオテープ戦争と
」の熾烈な戦いのプロジェクトチームの一員と
人のメンバーの中で唯一高卒（十日町高校）で

したが、資材課長としての才能を買われて抜擢されたのです。それまでの大会社の資材課長
は、納入業者に威張り散らすことも多く、接待なども平気でこちらから要求することもあっ
たようですが、自らは業者を大切にし、節度を持った付き合いをしているうちに沢山の情報

ます。 
増田さんは奥様とも喧嘩をしたことがないというほどの良い夫婦仲ですが、会社でも「今

日は社長は機嫌が悪いぞ」といわれたことは一度もなかったそうです。増田インストラクタ
ーは「物事を成すにはまず夫婦の仲がよく、そして社員を家族のように思って愛和するべし」
という倫理経営の大原則をみごとに実践しておられ、その体験談は迫力抜群で、朝から感動

ホームページ「さわんちゃ通信」より

モーニングセミナーに参加するのは、強い自分の心を作ることにもあります。
という言葉があります。東日本大震災の様な天災が起きてくるのも、偶然ではなく、その時、
人の心はどうであったか。日本の政治は何をやっているのか。豊かな国にみえる日本でも年
間三万人を超える自殺者を出している。残念なことに日本は、両親を尊敬している子供は、
最下位。先生を尊敬している子供も、最下位。日本が壊れかけているのが現実です。大切な、
日本人の文化や誇りをも、捨ててしまった。それを取り戻さなくてはならない。そこに純粋
倫理があります。そこには大宇宙の哲理があり、生活法則がある。それは、人間

発見したのです。
」での増田氏の講話記録

今回は「職場の教養」に惚れ込み、ご自身から倫理法人会の門を叩かれた増田さんに「倫
理経営」についてお話をいただきました。「致知」という雑誌の中で、京セラの稲盛和夫氏
が「王道の経営を歩め」と仰られています。「仁」「義」「礼」３つを持ち合わせている人が
「徳」のある人。その「徳」のある人の行なう経営が「王道」です。それに対して「覇道の
経営」があります。これは「力」を誇示し、「金」をもうければ何をやってもいい、という
考え方です。これは欧米的なやり方であり、日本には合わず、いつか破綻します。今こそ「王

職場に心を」とスローガンに
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