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参加無料
第 1028 回（栞 12 条）

幾多の挑戦が我が生きる道を開いた

〜退職、起業、廃業、地方移住を経て市議会議員に！そして更なる挑戦〜

室 厚美 氏
む ろ

講

師

あ つ み

館山市議会議員
館山市倫理法人会・いたばし倫理法人会 会員
講師プロフィール
昭和40年6月5日寝屋川市生まれ
昭和47年4月 市川市立菅野小学校入学
昭和53年3月 横浜市立美しが丘小学校卒業
昭和56年3月 松戸市立牧の原中学校卒業
昭和59年3月 大阪教育大学附属高校池田校舎卒業
昭和63年3月 京都大学法学部卒業
4月 丸紅株式会社入社 女性総合職第一号
（17年勤務）
平成19年3月 通販会社起業
（3年）
平成22年7月 館山市に移住
海の目の前の古民家を再生し自然に囲まれた豊かな暮らしを実感する一方、地方の高齢
化・過疎化の現状を目の当たりにし、本当の地方創生に関わりたいという気持ちが湧いて
きた。
館山、西岬が大好き！
平成23年4月 館山市議会議員選挙に挑戦
（509票）
田舎を守る難しさをたくさんの人に知ってもらいたい、
残土処分建設に関する反対運動、漁協でのアルバイト、
「 西岬健康クラブ」
を立ち上げ毎
と言う室さんの活動をご覧ください。
朝のラジオ体操を実施など。
むろあつみのブログ
平成26年5月 介護施設でパート勤務
平成27年4月 館山市議会議員選挙・初当選
（1354票）
http://muroatsumi.blog110.fc2.com/
【資格】
宅地建物取引士、
介護職員初任者研修終了、
小型船舶１級、
ラジオ体操２級指導士、
応急手当普及員、
第4級アマチュア無線技士

土曜日の朝、
元気な仲間と一緒に、
変革と向上を目指して
楽しく学んでいます。ぜひお出かけください。
いたばし倫理法人会

会長

宮崎 武彦（メットライフ生命保険㈱）

会場

いたばし倫理法人会

直前会長

鈴木 静雄（㈱リブラン取締役会長）

▼ 次回予定 ▼

7 月 14 日（土）am 7:00 〜 am 8:00
蛇口理論

金子 袈裟己 氏

一般社団法人倫理研究所 法人スーパーバイザー
株式会社 夢 代表取締役

板橋産連会館３階 会議室
東京都板橋区仲宿54-10

♪ 都営三田線
板橋区役所前駅
（A1出口）
徒歩６分
♪ 都営三田線
板橋本町駅
（A1出口）
徒歩７分
♪ 東武東上線
大山駅
徒歩15分

TEL.03-3962-0131

●セミナー終了後「朝食交流会（
」任意） 700円
●１階喫茶店での懇親会にもお気軽にご参加ください。
★大きな会社でも儲かる会社でもなく「良い会社」を目指しているところに
私たち倫理経営のユニークさがあります。経営は、人との出会いの質と量
で決まります。思い立ったら、毎週土曜日朝 � 時、意識の高い多業種の仲
間が集う板橋産連会館にお越しください。

※裏面もご覧ください。

※会場に駐車場はありません。
入口にて近くのコインパーキングをご案内します。

いたばし倫理法人会 事務局
〒173-0005 板橋区仲宿54−10 板橋産連会館２階
■問合せ先 : いたばし倫理法人会 前田事務長

携帯 : 090-5443-1899

いたばし倫理法人会
https://goo.gl/jfcMRD
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幾多の挑戦が我が生きる道を開いた

〜退職、起業、廃業、地方移住を経て市議会議員に！そして更なる挑戦〜

室

氏

館山市議会議員
館山市倫理法人会・
いたばし倫理法人会 会員

蛇口理論

金子 袈裟己 氏

一般社団法人倫理研究所
法人スーパーバイザー
株式会社 夢 代表取締役

1時間に3人の孤独死を
減らす方法とは

菅谷 晃子 氏

足立区西倫理法人会 幹事
あこのありが豆腐 代表

米田 和秀 氏

法人レクチャラー
千代田区倫理法人会 相談役
株式会社日本工業社 代表取締役

われいがい みなわがし

7 月 28 日（土） 我以外皆我師〜出会いを活かす〜

厚美

設立30 周年記念式典、
盛大に開催！
6月2日、ホテルメトロポリタンに於いて、いたばし倫理法人会設立30周年記念式典が、式典、講演会、祝
賀会の三部構成で盛大に開催されました。

30
周年

設立以来の活動を牽引なさった歴代会長に感謝状が贈呈され、当会最高顧問の下村衆議院議員から祝
辞をいただき、東京都No.1に至った活動経過が報告され、宮崎会長は
「30周年300社！」
を宣言しました。
記念講演は倫理経営と関係の深い公益資本主義を提唱する原 丈人氏が「時代が求める公益資本主
義」
と題して講演、深い感銘を受けた参加者から盛大な拍手が贈られました。祝賀会では、東京都倫理法人
会・丸山会長、
日本青年会議所・渡副会頭のご挨拶をいただき、舞踊・歌唱で祝い、会場では和やかな懇親
が交わされました。宴たけなわの中、30年という歴史を振り返り、支えて下さった多くの皆様に感謝し、更なる
発展を誓って散会となりました。今後とも末永くご愛顧賜れますよう頑張って参ります。

会員数 277 社
（2018年6月現在）

★ 新入会員ご紹介
（敬称略）

(株）ＢＩＧ ＪＯＹ 代表取締役 蓮美 真由美
高山和子税理士事務所 所長 高山 和子
株式会社オールエステート 井桁 良雄
株式会社デュマン
小高 宣子
桜観光バス株式会社 代表取締役社長 天野 正幸

株式会社Checkmate 代表取締役 重岡 俊行
第一生命保険株式会社 中井ゆかり
有限会社美王
代表取締役 梶原 美智子
小北 聖子
株式会社アーク・ニシグチ建築企画 光田 珠子

（一社）グローバル教育研究所
理事長 渥美 育子
有限会社明進商会
代表取締役 齋藤 國臣
(株）東京海上あんしんエージェンシー 関口 香

