
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を！

イベント

大転換
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イベント 年に一度の大イベント「倫理経営講演会」が開催されました！
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■経営者の集い

 3/14（水）

■地球倫理推進デイ
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■富士高原研修所

 3/22（木
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■経営者の集い 

（水）18：30

■地球倫理推進デイ 

日）  7：0

富士高原研修所 体験報告（モーニングセミナーにて）

木） 6：0

 

 

富士高原研修所

体験報告をおこないます
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特集

■事業体験報告

テーマ：

講

 

後、新たな商品に出会い、それが上場企業に採用されて売り

上げが一気に伸びました。ですが、海外から仕入れたその商

品は、クレームの嵐。毎月

です。そんなどん底の時に「職場の教養」への掲載の申し出。

つぶれるかもしれない

しかし依然として経営は悪化し、支払いのＸデーが近づいて

きて奥様に弱音を吐いたところ、奥様が「お父さん、これ乗

り越えたらすごいね。レクチャラーでの講話のネタになる

ね」絶望の淵にいた氏は、奥様のその一言に思わず大笑い

すると

いう奇跡が起こりました。明朗の実践によって奇跡が起こっ

たという実践をお話し頂きました。

■

テーマ：

講

 

で入れ替わります。今がその時で、我々は文明が替わる真っ

ただ中にいるそうです。低成長でも安定した豊かさを求めて

いくという事を一度立ち止まって考えてみる必要があるの

ではないか。ＧＤＰではなくＧＤＨ（Ｈ

ではないか。そんなお話でした。

トＸ」や映画「陽はまた昇る」の題材となった「ビデオテー

プベータ＆ＶＨＳ戦争」の当事者の一員として従事した増田

氏

業界の体質に違和感を感じ、下請けを協力工場と呼び、徳の

経営を行ったそうです。そしてライバルであるソニーに、特

許を全て公開し、その結果、ビデオテープ戦争に勝利しまし

た。まさに純粋倫理のもとである「七つの原理」の中の「発

顕還元の原理」です。お話を聴きながら、純粋倫理の神髄を

味わうことができました。
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■事業体験報告

テーマ：「私を支えた妻の一言
講 師：矢加部尚武

 

建材メーカーを営む矢加部レクチャラー

後、新たな商品に出会い、それが上場企業に採用されて売り

上げが一気に伸びました。ですが、海外から仕入れたその商

品は、クレームの嵐。毎月

です。そんなどん底の時に「職場の教養」への掲載の申し出。

つぶれるかもしれない

しかし依然として経営は悪化し、支払いのＸデーが近づいて

きて奥様に弱音を吐いたところ、奥様が「お父さん、これ乗

り越えたらすごいね。レクチャラーでの講話のネタになる

ね」絶望の淵にいた氏は、奥様のその一言に思わず大笑い

すると、在庫をすべて高額で買ってくれる人があらわれると

いう奇跡が起こりました。明朗の実践によって奇跡が起こっ

たという実践をお話し頂きました。

■倫理経営講演

テーマ：「大転換の時代
講 師：増田常平

 

まずは、文明論。東洋と西洋の文明は

で入れ替わります。今がその時で、我々は文明が替わる真っ

ただ中にいるそうです。低成長でも安定した豊かさを求めて

いくという事を一度立ち止まって考えてみる必要があるの

ではないか。ＧＤＰではなくＧＤＨ（Ｈ

ではないか。そんなお話でした。

後半は、ご自身の事業での体験談。ＮＨＫ「プロジェク

トＸ」や映画「陽はまた昇る」の題材となった「ビデオテー

プベータ＆ＶＨＳ戦争」の当事者の一員として従事した増田

氏の属する会社ビクター

業界の体質に違和感を感じ、下請けを協力工場と呼び、徳の

経営を行ったそうです。そしてライバルであるソニーに、特

許を全て公開し、その結果、ビデオテープ戦争に勝利しまし

た。まさに純粋倫理のもとである「七つの原理」の中の「発

顕還元の原理」です。お話を聴きながら、純粋倫理の神髄を

味わうことができました。
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私を支えた妻の一言
矢加部尚武

建材メーカーを営む矢加部レクチャラー

後、新たな商品に出会い、それが上場企業に採用されて売り

上げが一気に伸びました。ですが、海外から仕入れたその商

品は、クレームの嵐。毎月

です。そんなどん底の時に「職場の教養」への掲載の申し出。

つぶれるかもしれない

しかし依然として経営は悪化し、支払いのＸデーが近づいて

きて奥様に弱音を吐いたところ、奥様が「お父さん、これ乗

り越えたらすごいね。レクチャラーでの講話のネタになる

ね」絶望の淵にいた氏は、奥様のその一言に思わず大笑い

、在庫をすべて高額で買ってくれる人があらわれると

いう奇跡が起こりました。明朗の実践によって奇跡が起こっ

たという実践をお話し頂きました。

倫理経営講演 
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まずは、文明論。東洋と西洋の文明は

で入れ替わります。今がその時で、我々は文明が替わる真っ

ただ中にいるそうです。低成長でも安定した豊かさを求めて

いくという事を一度立ち止まって考えてみる必要があるの

ではないか。ＧＤＰではなくＧＤＨ（Ｈ

ではないか。そんなお話でした。

後半は、ご自身の事業での体験談。ＮＨＫ「プロジェク

トＸ」や映画「陽はまた昇る」の題材となった「ビデオテー

プベータ＆ＶＨＳ戦争」の当事者の一員として従事した増田

の属する会社ビクター

業界の体質に違和感を感じ、下請けを協力工場と呼び、徳の

経営を行ったそうです。そしてライバルであるソニーに、特

許を全て公開し、その結果、ビデオテープ戦争に勝利しまし

た。まさに純粋倫理のもとである「七つの原理」の中の「発

顕還元の原理」です。お話を聴きながら、純粋倫理の神髄を

味わうことができました。

Copyright(C) 

「倫理経営講演会」 

私を支えた妻の一言
矢加部尚武 法人レクチャラー

建材メーカーを営む矢加部レクチャラー
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上げが一気に伸びました。ですが、海外から仕入れたその商
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です。そんなどん底の時に「職場の教養」への掲載の申し出。
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きて奥様に弱音を吐いたところ、奥様が「お父さん、これ乗

り越えたらすごいね。レクチャラーでの講話のネタになる
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後半は、ご自身の事業での体験談。ＮＨＫ「プロジェク

トＸ」や映画「陽はまた昇る」の題材となった「ビデオテー

プベータ＆ＶＨＳ戦争」の当事者の一員として従事した増田

の属する会社ビクターは、下請け業者に対して威張って

業界の体質に違和感を感じ、下請けを協力工場と呼び、徳の

経営を行ったそうです。そしてライバルであるソニーに、特

許を全て公開し、その結果、ビデオテープ戦争に勝利しまし

た。まさに純粋倫理のもとである「七つの原理」の中の「発

顕還元の原理」です。お話を聴きながら、純粋倫理の神髄を

味わうことができました。 
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