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久留米市倫理法人会目標達成！
県南地区役員宿泊研修会報告

目　次Contents

02

辞令交付式・宿泊研修・MS年間ランキング 03
『人』シリーズ 倫理を学んでどう変わったか! 04
新任の地区長挨拶 05
モーニングセミナー会場一覧 06-07
委員会の紹介 08-09
トピックス 茨城県MS見学、春日・なかがわ、太宰府 10
文教委員会報告 11
新入会員紹介 8月・9月入会会員・ラジオ放送 12

倫理ふくおか 2014年11月号　平成26年10月30日発行　

太宰府へ行こう！

太宰府倫理法人会の
経営者モーニングセミナーに
参加しよう ！

RINRI FUKUOKA
福岡県倫理法人会　倫理ふくおか

提供：太宰府天満宮

特集

太宰府倫理法人会 モーニングセミナーの様子

天満宮境内 「秋芳会菊花展」開催時の菊

毎週水曜日 太宰府天満宮 余香殿で開催
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　昨年9月から、今年8月までの一年間を通して「経営者
モーニングセミナーに自単会の会社が何社出席されてい
るか」を右表にまとめました。
　各単会で、自単会出席率が30％を越えるよう、「凛とし
た雰囲気の経営者モーニングセミナー」を目指しましょう。

平成26年度の 自単会 平均 参加社 出席率
（平成25年９月～平成26年8月）

※順位は平成26年度１年間の平均出席率（出席社数÷会員数）で算出して
　います。同率の場合は、出席社数の多い方を上の順位としております。
　(　)内の数値は１回の平均参加社数
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企業に倫理を！ 職場に心を！ 家庭に愛を！

　9月13日（土）～14日（日）にホテルセキアで、
県南地区役員宿泊研修会を行いました。法人局より
浅井アドバイザーと長野スーパーバイザー、県より
大江会長を含め3名、県南地区では会長始め役員
の方々が大変お忙しい中47名も集まって頂き、お
互いに「信」を心に持つ連帯感を体感することが出
来ました。「信成万事」です。
　大牟田市倫理法人会の石橋事務長（ホテルセ
キア支配人）にいろいろと気配り頂き、皆が楽しく
メリハリの効いた研修会になりました。翌朝最後に
単会毎の真剣で熱い討議が行われ、自単会の目
標と計画を発表しました。県南地区は、12月14日
までに105社の純増を必ずやり遂げます。
　『県南から風を！』を合言葉に県南地区7単会で
風を起こします。

福岡県倫理法人会
県南地区長
矢加部 尚武

　研修会に先立って、博多みなと倫理法人会の宗 聡(そう さとし)幹事が、自単会の
モーニングセミナー会場"福岡サンパレス"より研修会場の"八幡ロイヤルホテル"ま
での約70㎞の道のりを、走破されました。胸には自単会の目標102社を、そして背中

には県の目標4,192社を掲げて無事
にゴールしました。
　今回の研修会のメインテーマとして取り上げられたのが、
〈これがモーニングセミナーだ！～準備から反省会まで〉でし
た。運営方法など含め、統一したモーニングセミナーの実施を
徹底し、倫理法人会の基本から改めて身につけることが最も大
切であることを、各役員が改めて認識する研修会でした。
　宗幹事の力走の感動を胸に、今期目標の4,192社をロケッ
トスタートで達成しましょう！！

平成27年度 福岡県倫理法人会スローガン

日本創生10万社 目指せ拡充 やりぬこう！
拡充 4,192社！！

よ　　　　　　い　　　　く　　　に

役員宿泊研修 開 催 日 10月4日（土）・5日（日）
開催場所 北九州八幡ロイヤルホテル

開 催  日 9月13日（土）・14日（日）
開催場所 ホテルセキア（南関町）

　平成26年9月8日に「平成27年度 福岡県倫理法
人会辞令交付式」がホテルオークラ福岡にて行わ
れました。
　「君が代」斉唱の後、倫理研究所 山田長司参与に
よる辞令交付が行われ、大江会長以下 役員・各委
員長・各地区長・各単会会長に辞令が手渡しされま
した。福岡県倫理法人会へ多大な貢献をされた
方々の表彰式も行われました。

平成27年度 役員辞令交付式

県南地区役員宿泊研修会報告

開 催 日 9月8日（月）
開催場所 ホテルオークラ福岡

～県南から風を！～

筑後倫理法人会　江口会長の体験報告

県南地区　役員宿泊研修会の様子

久留米市倫理法人会 目標達成！115社

　久留米市倫理法人会が今年度目標１１５社を、当
初の達成予定日を二ヶ月以上前倒しし、10月15日、
全国667単会の中、実質的にトップの年度目標達成
を果たされました！!
　土師正記会長をはじめ役員の皆様が、拡充方針
最終年度、年度初めから着実な普及活動を展開さ
れ、福岡県倫理法人会 大江義夫会長の「ロケットス
タート」を具現化。その魁として見事な達成です。
　歴代会長はじめ役員・会員の皆様、誠におめでと
うございます！！

法人局　普及事業部　九州・沖縄方面
方面長　吉川 和儀

　電話連絡や訪問の際にすぐに入会を勧めるので
はなく、まずはモーニングセミナーへの参加を呼びか
けました。そしてご参加頂いた際には、役員全員でお
もてなしとフォローを行いました。ほとんどの方が一
度はモーニングセミナーに参加され、倫理法人会の
主旨を説明し、ご理解頂いたうえで入会されていま
す。土師会長の決心に応えようと、若手からベテラン
まで全員で普及とモーニングセミナーの充実を行い
ました。全員で勝ち取った達成です！

久留米市倫理法人会　専任幹事　田中 大輔

経営者

10月15日達成！
＼＼日本一早い達成／／
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特 集 『人』シリーズ『人』シリーズ『人』シリーズFeature ～倫理を学んでどう変わったか! ～

岡 部　八 郎 氏

　まいにち「ありがとう」を20回以上、言ってます。相手がちょっぴり
ほほ笑んだ時、お互い幸せな気持ちになります。これが、私の倫理実
践です。「明朗、愛和、喜働」この言葉が大好きです。車の運転中に追
い越された時、昔は意地になって追っかけていました。ところが倫理
法人会に入会してからは、車の中でこんなことをつぶやいてます。「ど
うぞ、お先に。そのせっかちな性格だと事故起こしますよ、気をつけ
て」。倫理を学ぶと、心が少しずつ変わっていくんです。変えられるん
です、行動も。60歳近くになって、まさに、じぶん発見中の毎日です。

秦　　城 之 氏

おかはち事務所

住宅夢工房 いずみ

　平成25年7月に入会しました。まず変わったことと言え
ば、ひとりで朝礼をするようになったことです。モーニング
セミナーに参加して、何となくですが朝礼をしようと思いま
した。自宅兼事務所なので気持ちの切り替えのつもりでし
た。活力朝礼を知ってから、中身が変わりました。そして富
士研に行ってから、両親とご先祖様への感謝の念を持て
るようになりました。今では、朝礼の前に仏壇に手を合わ
せ、般若心経を唱えています。まだまだ、学びの途中です。

広報副委員長

事務長
はた じょう　 じ

朝礼委員長 大 坪　栄一郎 氏 大坪製茶 株式会社

　9年前、入会当時は退職者が多く、その事で私自身非常に悩んでいましたが、活力朝礼を導
入する事で解決出来ました。そこで満足していた
時期もありましたが、新たな問題に直面する度
に、自分の弱さを突きつけられ、家庭の父として
も、企業のトップとしても自身の器を大きくしなけ
れば発展しない事を痛感しました。これからは倫
理を通して新たな事、苦手だった事に、挑戦する
というよりは、受け入れて行動していきます。

新 任 の 地 区 長 挨 拶平成27年度

北九州東 地区北九州東 地区
中 村　義 春

担当単会

　平成27年度の北九州東地区は、必ず地
区目標の517社を達成します。もちろん四単会の目標を突破す
る事は当然であります。しかし、ただ目標を達成するだけでなく、
楽しく明るく普及をしていきます。地区役員の皆さんが、普及体
験を通して境遇が変わるという実験をして頂きたいのです。その
為に、私はこの大きな体で各単会の下支えとなる事を誓います。
ともかく、北九州東地区の躍進を楽しみに見ていて下さい。

北九州西 地区北九州西 地区
赤 尾　健 語

担当単会

福岡北東 地区福岡北東 地区
星 山　雅 彦

担当単会

福岡中央 地区福岡中央 地区
岡 部　利 行

担当単会

福岡筑紫 地区福岡筑紫 地区
宮 崎　耕 一

担当単会

県南 地区県南 地区
矢加部　尚 武

地区長 地区長

地区長 地区長

地区長 地区長
担当単会

（北九州市） （中洲川端）（おんが・宗像） （博多）

小倉貨物運輸株式会社
地域にそして人々に

北九州市小倉北区西港町84-8　　℡093-571-3700

おかげさまで

61周年

昭和28年創業

代表　太郎良　和孝
〒814-0113 福岡市城南区田島１丁目14-6
携帯　090-1921-5318
TEL／FAX　092-851-7737
E-mail ta28457@bf6.so-net.ne.jp

昭和産業
矢部村産の天然杉皮

美装・矢部村産杉皮販売

（福岡市早良）（北九州みやこ）（北九州みやこ）

〒824-0043
福岡県行橋市大字流末 1005-3

0930-26-5110
0930-26-5130

TEL0949（54）0123（代）
FAX0949（54）0198

な ん           す い            か く

ホテル

〒822-0133 福岡県宮若市脇田507

博多・北九州の奥座敷 脇田温泉

http://www.nansuikaku.com

北九州市／豊前市
北九州みやこ／小倉

北九州市洞海／飯塚／おんが・宗像
北九州市中央／直方（準）

福岡市／福岡市東／博多
福岡市多の津／中洲川端／博多みなと

福岡市中央／福岡市西
天神／福岡市早良／伊都

筑紫／福岡市南／太宰府
春日・なかがわ

久留米市／あさくら／筑後／久留米市東
大牟田市／久留米市南／柳川・大川

　本年度より北九州西地区の地区長を拝
命しました赤尾健語と申します。倫理に入会して8年になります。
当初から自分なりに意識していたことが一つだけあります。それ
は他人から頼まれたことは「はい、喜んで」と受け切る事でした。
まず何事もやってみると言うのが今までの私個人のスタンスで
もありました。この実践で得た体験は、「①率先垂範と②感謝の
気持ちを持つ」ことでした。これからもこの気持ちを忘れずに皆
さんのお役に立ちたいと思います。

　福岡北東地区は、948社を目標に定め、
県内最大の地区としての自覚で必ずやり遂げるという意気込み
で臨んでいます。福岡北東地区の達成なくして、福岡県の目標
である4,192社の達成はありえません。単会、そして地区が一体
となり、本気で取り組んでこそ達成できる目標です。役をいただ
いたすべての方が「役に徹し、役割を全うする」ことでしか達成で
きません。地区長としての役割にしっかりコミットし、必ずや達成
することを誓います。

　昨年に引き続き福岡中央地区の地区長
を務めさせて頂きます。今年は福岡中央地区の次世代のリー
ダー作りを行います。各単会のモーニングセミナーの充実を新
しいリーダー達を巻き込んで行い、倫理の実践を通して倫理体
験者を増やします。来年1月には福岡市中央倫理法人会からの
分封を予定しており、その勢いで5月30日迄に地区達成811社
を目指します！

　今期より福岡筑紫地区の地区長を拝命
させて頂きました宮崎と申します。期待に叛く事なくしっかりと
取り組んで参ります。その実践項目として
　①倫理を正しく学ぶ実践
　②即行の実践
　③役に徹し心を合わせる実践
　この3つの実践を基に元気と明るさを発信して参ります。

　共に火の玉となって日本創生　
　平成27年度県南地区長を拝命しました矢加部尚武（ヒサタ
ケ）と申します。今期は県南地区長として、喜んでお世話をさせ
て頂きます。今期の県南地区のテーマは「即行」です。この実践
を年間通して叫び続けます。なぜなら、「何事も即行でやれば、う
まくいくようになっている」からです。「うまくいきだす」といよいよ
面白くなってくる。将に「喜働」です。共に喜んで汗を流しましょ
う！日本創生のために、県南地区目標820社！

福岡県倫理法人会

天神倫理法人会 所属

筑後倫理法人会 所属

福岡市南倫理法人会

福岡県倫理法人会
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① 北九州市倫理法人会
　　会場／ホテルクラウンパレス小倉　
住所／北九州市小倉北区馬借1-2-1
【事務局電話／093-551-7639】

水1

① 豊前市倫理法人会
　　会場／豊前商工会議所
住所／豊前市八屋2013-2
【事務局電話／0979-82-0115】

木2

① 北九州みやこ倫理法人会
　　会場／スカイホテル苅田　
住所／京都郡苅田町苅田3787-61
【事務局電話／093-953-8788】

金3

① 小倉倫理法人会
　　会場／小倉リーセントホテル
住所／北九州市小倉北区大門1-1-17
【事務局電話／093-551-7639】

土4

…月曜日開催
…木曜日開催 …金曜日開催

…火曜日開催 …水曜日開催
…土曜日開催

表の各単会の色はモーニングセミナーの開催曜日を示します。

北九州東 地区

① 飯塚倫理法人会
　　会場／のがみプレジデントホテル
住所／飯塚市新立岩12-37
【事務局電話／0948-26-5770】

火6

① 直方準倫理法人会
　　会場／三群警備保障
住所／直方市丸山町2-34
【事務局電話／0948-26-5770】

木8

① 北九州市中央倫理法人会
　　会場／北九州八幡ロイヤルホテル
住所／北九州市八幡東区枝光1-1-1
【事務局電話／093-883-8381】

火5

① おんが・宗像倫理法人会
　　会場／グローバルアリーナ
住所／宗像市吉留46-1
【事務局電話／093-742-3111】

木7

① 北九州市洞海倫理法人会
　　会場／ホテルクラウンパレス北九州
住所／北九州市八幡西区東曲里町3-1
【事務局電話／093-693-5310】

金9

北九州西 地区
① 福岡市東倫理法人会
　　会場／ホテルレガロ福岡
住所／福岡市博多区千代1-20-31
【事務局電話／092-409-2103】

月10

火① 福岡市倫理法人会
　　会場／ホテルセントラーザ博多
住所／福岡市博多区博多駅中央街4-23
【事務局電話／092-409-2103】

11

木① 中洲川端倫理法人会
　　会場／ＩＰシティホテル福岡
住所／福岡市博多区中洲5-2-18
【事務局電話／092-409-2103】

14

金① 博多倫理法人会
　　会場／ホテル日航福岡
住所／福岡市博多区博多駅前2-18-25
【事務局電話／092-409-2103】

15

① 博多みなと倫理法人会
　　会場／福岡サンパレス
住所／福岡市博多区築港本町2番1号
【事務局電話／092-409-2103】

火12

① 福岡市多の津倫理法人会
　　会場／福岡卸センター会館
住所／福岡市東区多の津1-7-1
【事務局電話／092-692-7335】

水13

福岡北東 地区

① 天神倫理法人会
　　会場／タカクラホテル福岡
住所／福岡市中央区渡辺通2-7-21
【事務局電話／092-433-7200】

火16

① 伊都倫理法人会
　　会場／ホテルＡＺ糸島店
住所／糸島市浦志1-9
【事務局電話／092-433-7200】

金19

① 福岡市中央倫理法人会
　　会場／ＫＫＲホテル博多
住所／福岡市中央区薬院4-21-1
【事務局電話／092-433-7200】

水17

① 春日・なかがわ倫理法人会
　　会場／春日市商工会
住所／春日市伯玄町2-24
【事務局電話／092-558-4145】

土24

① 福岡市早良倫理法人会
　　会場／福岡記念病院別棟２Ｆ
　　　　　レクチャールーム
住所／福岡市早良区西新1-1-35
【事務局電話／092-433-7200】

土20

① 福岡市西倫理法人会
　　会場／ホテルマリノアリゾート福岡
住所／福岡市西区小戸2-12-43
　　　（マリノアシティ福岡内）
【事務局電話／092-433-7200】

木18

福岡中央 地区
① 太宰府倫理法人会
　　会場／太宰府天満宮 余香殿
住所／太宰府市宰府4丁目7-1
【事務局電話／092-558-2287】

水21

① 福岡市南倫理法人会
　　会場／第一薬科大学
　　　　　国試薬学ゼミナール２Ｆ研修室
住所／福岡市南区塩原2-9-23
【事務局電話／092-558-4145】

金23

① 筑紫倫理法人会
　　会場／大野城市総合福祉
　　　　 センター 3F
住所／大野城市曙町2-3-2
【事務局電話／092-400-2022】

木22

福岡筑紫 地区
① あさくら倫理法人会
　　会場／ニュー松屋
住所／朝倉市甘木726-1 
【事務局電話／0946-24-6366】

火25

① 久留米市倫理法人会
　　会場／ホテルニュープラザ久留米
住所／久留米市六ツ門町16-1
【事務局電話／0942-40-7250】

水27

① 柳川・大川倫理法人会
　　会場／浄光寺
住所／柳川市大和町六合973-2
【事務局電話／0944-77-6401】

水28

① 久留米市東倫理法人会
　　会場／久留米ビジネスプラザ
住所／久留米市宮ノ陣4-29-11
【事務局電話／0942-40-7250】

木29

① 大牟田市倫理法人会
　　会場／オームタガーデンホテル
住所／大牟田市旭町3-3-3
【事務局電話／0944-57-2314】

木30

① 筑後倫理法人会
　　会場／研修会館船小屋 TAKEMATU
住所／筑後市北長田803
【事務局電話／0942-42-2815】

金31

① 久留米市南倫理法人会
　　会場／社会福祉法人
　　　　　ヴィオラ研修センター
住所／久留米市大善寺町宮本1468-2
【事務局電話／0942-40-7250】

火26

県南 地区

<午前６時～７時開催>

経営者モーニングセミナー
会場一覧

　平成27年度の福岡県倫理法人
会には、31の会場があり経営者
モーニングセミナーを開催してい
ます。各会場への参加は自由です。
色々な会場へ足をお運びください。

　スケジュール等詳しくは、福岡県倫理
法人会ホームページに掲載されておりま
す。内容は各単会の事務局へお問い合わ
せください。

☞福岡県倫理法人会HPアドレス
http://www.rinri-fukuoka.jp

番号の色はモーニングセミナーの
開催曜日を示します。
単会の文字の色は
各地区の色を示します。
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委員会のご紹介 Committee Introduction 2015
平 成
26年度
平 成
27年度

研修委員会

　研修委員会の平成27年度の活
動テーマは「全力」。
　活動内容は、今年から行う「倫理
を知る会」、「純粋倫理学習会」、
「現地倫理セミナー」、「富士高原研
修所のセミナー」の受講促進。「倫
理を知る会」は北九州、福岡、県南
地区の3会場、純粋倫理学習会は
同じ3会場を2回行い合計6回の運
営を行います。
　単会委員長さんのお力添えなくして運営が出来ませんので、皆
さんに積極的に活動して頂いています。そして、「セミナーに参加
する皆さんのお世話役に徹する」をモットーに、参加して頂いた皆
さんに感謝を込めた対応に努めています。
　毎月の委員会は和やかな雰囲気で行われ、ラポール会（懇親
会）は、常に明朗で、時には熱く語り合っていきます。

　今年1年間
研修委員会の
開催する研修
会にたくさんの
ご参加を頂きま
すようお願い申
し上げます。

委員長 髙城　和幸

朝礼委員会

モーニングセミナー委員会 広報委員会

女性委員会 青年委員会

文教委員会 後継者倫理塾

　朝礼委員会は活力朝礼の普及を
推進する委員会です。今年度はもっ
ともっと活力朝礼が会員企業に浸
透していくよう朝礼研修、指導員の
育成、朝礼指導を徹底して行ってい
きます。
　また4月には第11回活力朝礼コ
ンクールが開催されますが、今回は
過去の優勝企業を集め、グランド
チャンピオン大会を開催することにしました。間違いなく、例年以
上に熱い戦いになります。是非、未会員の方や朝礼を導入して
いない会員さんに観て頂き、普及に繋げていきたいと思います。
　企業は活力朝礼で変わります！それを実感して頂く企業を１社
でも多く増やしていく事が朝礼委員会の使命です。

委員長 大坪 栄一郎

「人の喜びが我が喜び」　
　女性委員会は、「人の喜びが我が
喜び」をテーマに、女性よ輝け、女性
よ幸福になって欲しい、人間の正しく
生きる道を「純粋倫理」を通して学
びを深めてまいります。何を実践し
て、どう変わったか実践体験発表を
行ってまいります。

女性委員会の活動方針（県の方針に基づいて）
①年数回、女性経営者や経営者夫人を対象とした「セミナー」
　の開催。
②セミナーの開催にあたっては、女性の立場から、夫婦・親子・
　嫁姑・子育て等をテーマにした企画を立案し、タイムリーな形で
　実施する。
③女性の力を普及に活かして、女性層の仲間作りに力を入れる。

　この活動方針に基づき進めてまいります。

委員長 岡本　妙子

  今年度、青年委員会は新しい事
業２つにチャレンジいたします。まず
は来年３月、後継者倫理塾の講義
の１枠を、青年委員会が担当するこ
とになりました。後継者倫理塾2期
生と共に席を並べ、「倫理経営に
沿った事業継承」をテーマに、特別
セミナーを開催します。
　2つめは、来年４月に新入社員セ
ミナーを開催します。会員企業に入社した新入社員に参加を呼
びかけ、マナー講習、講演を行います。
　そして、青年委員会の代名詞でもあります、若手経営者・後継
者を対象としたセミナー、「第２５回寺子屋倫理塾」を来年５月に
開催します。昨年度は久留米市で開催し、172名の参加、そのう
ち未会員様は40名、結果現在までに７社の入会を頂きました。
今年度は、昨年の実績を超える結果を必ず出します。
　青年委員会のメンバーひとりひとりが、やりがいと感動を実感
できる最強のチームを創ります。よろしくお願いします。

　福岡県倫理法人会には、多彩な委員会があり、福岡県内の31単会から単会の委員長が集まり、積極的に活動してい
ます。また昨年から、後継者養成のため、後継者倫理塾の活動も展開しています。

委員長 姉川　亮平

　平成27年度、大江会長の、「普
及拡充に向けて経営者モーニング
セミナー（以下MSと称す）の充実
を図る」という方針に基づき、ＭＳマ
ニュアルに則った、凛とした緊張感
のあるＭＳを実施します。
　多くの方にＭＳへ参加して頂き、
参加者の『魂を揺さぶるＭＳ』によ
り、普及・入会に繋ぎます。そのために、各単会のＭＳ委員長
は、ＭＳマニュアルを熟知し、率先して研修を受け、単会会長と
心を合わせて役員を指導し、倫理実践体験の場を造る。 
　
①参加した人が、来てよかったと思う。
②会員さんが、知人を誘いたくなる。
③初めて来た人が、入会したくなる。
④自単会会員出席率３０％以上を目指します。　
　
　ＭＳ委員会委員一同、
ＭＳ活性化に全力で取り
組みます。　

委員長 木下　孝憲

　今期の広報委員会活動の目標
は、会員に喜んで読んで頂ける紙面
作りを目標に活動致します。
　過去の反省を踏まえながら、人
（会員）が主役の記事を増やしてい
きます。具体的な活動目標を以下に
掲げます。

①会員目線に立った記事を増やし、普及や倫理法人会の説明
　に使って頂ける広報誌を目指します。
②人（会員）を主体とした紙面作りを目指します。
③会員への「倫理ふくおか」に対するアンケートを実施いたします。
④入会１年以内の会員に入会後の感想等の記事を掲載します。
⑤各単会の広報委員の出席率７０％以上を目指します。
　（単会の広報委員
　へ自単会及び会
　員アピールの原稿
　依頼）
⑥原稿のチェック体
　制を強化します。

委員長 石津　博成

　日本の明日を創る文教委員会は、
全国の倫理法人会に先駆け、長野
法人スーパーバイザー・松原副幹
事長の両雄により立ち上げられ今
期で9年目を迎え私が6代目委員長
です。
　前年度、講師派遣校は36校と過
去最高で受講された生徒数は何と
6,000名以上！  驚愕の人数です。
　各学校で大好評『行列の出来るマナー講習』『人生を変える
社会人講話』を支えるのは、福岡県倫理法人会の会員の皆様
です。
　子ども達に今何が必要なのか？
　それは我々倫理法人会で学ぶものに宿る熱き魂です。
　これが子ども達に伝わった時、子ども達の目の色が変わり、真
剣で素直に聞き入れる態度になります。今期は文教委員が次々
に講話・講習デビューします。各単会の皆様、ぜひ文教委員会に
ご支援とご協力宜しくお願いします。

委員長 鶴　　邦弘

　平成27年度、福岡県倫理法人
会『後継者倫理塾』を倫理研究所
より開塾認可を頂き、無事第２期目
をスタートすることができました。
　本年は21名の塾生で10月28日
KKRホテル博多にて厳粛に入塾式
を執り行い、10ヶ月（のべ11泊21
日）の塾がスタートします。
　我々運営スタッフは、塾生が「自
信と誇りを持った謙虚な経営者になって欲しい」との願いをもっ
て取り組み、10ヶ月間のカリキュラムの中で、「己を知り、家庭を
知り、会社を知り、未来を創る」若き後継者を育てます。　　　
　
　本年度運営スタッフは以下の通りです。

塾長 箕浦将昭／副塾長 渡邊靖久／
運営委員長 中野和義／副運営委員長 末政ヒロ子
　運営スタッフ
松本光稔／浦元繁／末崎勝海／武末伸一／中村かれん／辻美香

　昨年に引き続き倫友
の皆さんのご支援を宜
しくお願いします。

塾　長 箕浦　将昭

第24回 寺子屋倫理塾の様子星野村清掃ボランティア平成26年度 現地倫理セミナーの様子

第1期後継者倫理塾
修了式の様子

活力朝礼コンクールの
風景

創始者 丸山敏雄 生家見学のバスツアー

マナー講習の様子 社会人講話経営者モーニングセミナーの様子
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古 河 市 倫理法人会

太 宰 府 倫理法人会
「１０５社達成と拡充」
　設立より４年目に入り現在会員数８４社。早急に100社以上になる様
に努力しております。
　全国でも有名な“太宰府天満宮”内にある余香殿でモーニングセミ
ナーが出来る事に感謝し、会員同士の結束を求めて、これからも会の拡
充を計りマニュアル通りの役員朝礼とモーニングセミナーを徹底します。
　そして初参加された方が「また次回も参加したい」と思われる明るく活
気ある雰囲気作りに努力して参ります。皆様ぜひご出席ください！

太宰府倫理法人会　会長　大庭　秀吉

春 日 ・ な か が わ 倫理法人会
「100名モーニング達成　バンザイ！」
　去る8月30日に、春日・なかがわ倫理法人会は大津正和法
人スーパーバイザーご夫妻を講話者としてお招きし100名
モーニングセミナーに挑戦しました。
　今までにも何度かチャレンジしましたが、ことごとく厚い壁
に跳ね返され達成することは出来ませんでした。今回達成す
ることが出来た要因は、役員達の心がひとつになり、会長に
心を合わせお役に徹した結果ではないかと思います。
　もちろん、私達の力だけではなく、大津正和法人スーパー

看板・ネオン・テント工事一式

代表取締役

〒816-0912
福岡県大野城市御笠川4-3-3
TEL 092-503-0666
FAX 092-503-7037
携帯 090-1164-2786
E-mail : info@obkanban.com

大庭　秀吉
Ohba Hideyoshi

有限会社 オオバ美術工芸社 お客様の立場で物事を考え、
“For Youの精神”で
サポートいたします。

Topics 文教委員会報告文教委員会報告

講習日 平成26年８月25日（月）
場  所 飯塚市立穂波東中学校

講師（所属）／久保井 伸治（直方準倫理法人会）
会社（業種）／（株）クボイ（総合建設業）

講師（所属）／冨田 治彦（飯塚倫理法人会）
会社（業種）／（有）エフ．テック（自動車販売・修理）

講師（所属）／鹿島 克介（直方準倫理法人会）
会社（業種）／（株）カシマ製作所（鋼製型枠設計・製造）

　職場体験の前日ということで、生産者（事業者）と
消費者の関係を黒板に書いて伝えられ、

　１.座り方
　２.声を出す
　３.挨拶の姿勢
　４.セブンアクト

を通しての項目を教
えられました。セブン
アクトは、７つの内
容を中学校生活の
中に例えて分かり
易く話されました。

講習日 平成26年８月27日（水）
場  所 嘉麻市立稲築中学校
講師（所属）／久保井 伸治
　　　　　　（直方準倫理法人会）
会社（業種）／（株）クボイ（総合建設業）

　１時間目の授業にも関わらず、子ども達は大
きな声を出して一生懸命講習に参加していまし
た。また、正しい姿勢を学ぶ時は先生方も前で
練習をしていただき積極的に盛り上げていただ
きました。
　先生方の率先垂範の姿に、教育環境のあ
るべき方向が感じられ、素晴らしいマナー講習
が開催されました。

講習日 平成26年９月５日（金）
場  所 飯塚市立穂波西中学校

講師（所属）／湯上 俊秀
　　　　　　（北九州市洞海倫理法人会）
会社（業種）／（株）松尾測量
　　　　　　（測量及び設計並び不動産
　　　　　　  登記業務）

　講師は、動作を細かく丁寧に指導されてい
たので、生徒の皆さんは恥ずかしがりながらも
真剣で一生懸命に学ばれていました。

講習日 平成26年９月９日（火）
場  所 福岡市立長丘中学校
講師（所属）／木下 孝憲
　　　　　　（福岡県倫理法人会 MS委員長）
会社（業種）／ハッピーハウス（株）
　　　　　　（不動産業・売買賃貸仲介・マンション管理）

　最初にマナーの必要性の話をされ最後に「ハイ」の
練習をし、とても引き締まった講習でした。
　最初は恥ずかしがっていた子どもたちが段 と々真剣
に取り組み、先生方は子ども達全員背筋が伸びたこと
に感動されていました。

（筑後）

大坪製茶 〒834-0064福岡県八女市蒲原528
0943-24-3181
0120-073-181

検索

TEL

http://www.yametya.com/URL

0943-24-3183FAX

総合保険コンサルティング
保険代理店
株式会社リスクテック

〒810-0045
福岡市中央区草香江１丁目2-19
TEL 092-737-6881
URL http://www.risktec.jp
E-mail harada@risktec.jp

毎回、単会や地区などの
トピックスを掲載しています。

バイザーご夫妻のお力や
他の単会から来ていただ
いた多くの方々のご協力・
ご支援があったお陰です。
　皆様のおもいやりと心遣いに感謝し、気軽にモーニングセ
ミナーに参加していただけるように努力しますのでよろしくお
願いします。
春日・なかがわ倫理法人会　広報委員長　小田　悦朗

　去る10月13日、吉川方面長
の推薦により「日本一のモーニ
ングセミナー（以下MSと称
す）」と言われる茨城県古河（こ
が）市倫理法人会の経営者
MSに木下ＭＳ委員長と行って
参りました。
　「白い行動旗のある会場に
役員30名が、5時から集合し、

役員朝礼やＭＳに対する準備・リハーサルが入念に行わ
れ、「迫力ある役員朝礼」、そして「凛としたＭＳ」が開催され
ました。
　特筆すべきは役員皆さんの、参加者（約70名）に対する笑
顔の挨拶・握手・声かけ等の細やかな『おもてなし』で、会場
の雰囲気が和やかで暖かいことでした。
　終了後「来週も来たいなー」と思わせる、役員さん達の見送
りの時の“笑顔の挨拶・握手”は見習うべきものでした。

福岡県倫理法人会　副幹事長　木本　隆洋

講師　久保井 伸治 氏

マ ナ ー 講 習

『おもてなしの心』日本一の経営者モーニングセミナー



■日立コンシューマー・マーケティング（株）
■秋篠電設
■弘栄印刷（株）
■（株）アイリー
■ラ・ジュネス

■マニュライフ生命保険（株）
■英会話サロン　ＭＳＢ
■コアラ・スタイル

■（有）御幸企画
■おそうじ本舗 吉塚店
■（株）乃莉
■メガネのアラキ
■タイキエレックス（有）
■グリーンサイクル
■（有）ミクロウェーブ
■（株）昭和マーケティングシステムズ
■福岡警備保障（株）

8月入会 9月入会

ようこ
そ！

■（有）永幸建設
■ペアレンツ・サポートオフィス
■矢永社会保険労務士事務所
■（有）北部興産

北九州市洞海
■（株）カラフル

おんが・宗像
■（有）竹尾興産

小　倉

飯　塚
■（有）吉岡スタジオ

福岡市東

博　多
■（有）スポーツアイランド
■ＫＯＹＯ証券（株）
■（株）天国社　福岡会館

福岡市中央

■（株）大熊建設
■（株）髙田商店
■アクサ生命保険（株）
■野村證券（株）
■金融商品仲介業 所属金融業者 エース証券（株）

天　神
■明治屋旅館

伊　都
■農建産業（株）八女支店

筑　紫

小　倉
■（株）宝進

北九州市洞海
■ピュア・オリーブ

飯　塚
■（株）いすや会館

福岡市東
■（有）夢や

博　多
■（株）グッド・サポート

福岡市多の津
■（株）アドバンス

博多みなと
■（株）石村萬盛堂

中洲川端
■金子一級建築士事務所
■（株）アッキーフーズ

福岡市西
■（有）煌り

福岡市中央
■（株）内藤工務店
■ディーコープ（株）

■白石由美
■（株）フォーバル

天　神

■ソニー生命保険（株）
■司法書士藤井真司事務所

福岡市早良

■リスクマネジメント・サービス（株）
■（株）コスモインダストリー

春日・なかがわ

■ＫＯＹＯ証券（株）
筑　紫

■足立行政書士事務所
久留米市

■野村證券（株）
筑　後

■さんち家具
柳川・大川

■ぐぅ～っと整骨院
■くるめ夢菓子家ムッシュウＨｉｒｏ
■（有）博多クレーン工業
■（株）グローバルエンジニアリング
■Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｐｒｏｄｕｃｅ

太宰府

福岡市南
■みずほ証券
■福岡愛歯科医院

太宰府
■読売センター二日市
■原竹岩海後援会事務所
■（有）甲南エンジニアリング
■（株）リファイン
■キャピタル・パートナーズ証券（株）
■（株）キャリアワーク
■太宰府市議会議員

■美容コンサルタント会社 ＵＮＡＭＩ
福岡市西

福岡市

春日・なかがわ
■放送文化総研（有）
■ＮＯＢＵ・クリーンサポート

あさくら
■仕出しのみわ

筑　後
■コヨウ（株）

柳川・大川
■（株）近藤材木店
■エグチ（株）
■料亭 可志久
■（有）高田製材所

●広告のご依頼…年間を通して（年６回）のご掲載、また１回だけのご掲載、どちらでも結構です。 倫理ふくおか 2014年11月号 平成26年10月30日発行

click!!

新入会員の声

行政書士

ヒロ行政書士事務所

さん

福岡市多の津 所属

おおつ 博子

　　行政書士事務所を､開業とほぼ
同時期の､６月に入会させて頂きま
した｡倫理で出会う先輩方とのお話
の中で実践からの貴重なアドバイス
がそのまま役立っております。
　　９月より女性委員長を拝命し､役
員の方々に感謝しております。女性
委員のパワフルな先輩方に､ワクワ
クしております。
　　可愛がって頂けるようお願いいた
します。

　　新しく入会された会員の方々に「入会
して良かった！」と喜んでいただける活動
を続けていくために、皆様のご協力をよろ
しくお願いします。福岡県倫理法人会へ福岡県倫理法人会へ

聴いててよかった。


