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創始者の想い創始者の想い

〈万人の希望〉　「楽しく暮らしたい。幸福に生きたい。」これは万人の希望であります。それが出来たで
しょうか。きっと出来るというはっきりした望みが、もてるでしょうか。（P2より）

〈道は一つ〉　その道はただ一つしかありません。「守れば幸福になり、はずれればきっと不幸になるとい
う、新しい絶対倫理を打ち立てることであります。これさえ出来れば、善い事をすれば（倫理を守れば）幸

福になり、悪を働けば（倫理にはずれれば）不幸になりますので、人は自然に道義を守って、世の浄化は

自然の勢いとなって、一日一日正し世の中が築かれてまいります。今その「倫理」が発見されました。「徳

福一致」の絶対倫理が樹立されました。そして地上の一すみに、日に日に明るい幸福の家が、なごやか

な平和な村が、町が生まれつつあります。私共の新しい倫理運動がこれです。一度これを行ってみればす

ぐわかるのです。理屈なしにやってみることです。やればわかるし、行えばそれだけ出来るのですから、も

う迷いようがない、乱れようがない。守ることが易く、まちがう事がむずかしくなる。（P6～P7より）

〈万人幸福の倫理〉　この倫理は、宗教でも思想運動でもありません。皆さんは、まずこれを読んで、理屈
なしに行って下さい。きっと変った結果が出て来ます。実験されて、正しい事がおわかりになれば、隣人

に知らせ、知人に伝えて、一人でも多く「新世」の愛読者を得て、新しい世喜びの世の中を生み出すこと

に力をあわせていただきたい。（P16～P17より）

～心の源流②～

純粋倫理の提唱者

丸山　敏雄

丸山敏雄から学ぶ際の

４つのポイント

① 丸山敏雄の言葉を噛みしめてスナオ（純情）に理解する。
② 共感した言葉をそのままに実行する。
③ 実践・実行の度合いを更に深める。
④ その効果を確かめて広く人々に伝える。
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•新しい倫理は単なる理論でない。
•触れれば血の出る「宇宙の法則」である。
•あたかも電気のように、正しく用いる時にはすべての人の幸福を招きそれ
に、間違ってふるれば、死をも招く。
•今日までの道徳のように、甲論乙駁をして徒に口頭の遊戯にふけることを
許さぬ。
•それだけに純に把握せねば何らの力も発揮しない。
•いくら聞いても、諸君の我流の判断を加え、既成の観念を交えるならば、
それは「似て非なるもの」しか説けないであろう。
•須らく、私の伝えるところをそのまま純直一徹に受容して、正しきを伝えて
欲しい。

丸山敏雄 覚書より（昭和25年）「丸山敏雄先生の生涯」青山一真 著

倫理ふくおか 2014.５月号2 3倫理ふくおか 2014.５月号

丸山敏雄丸山敏雄

開催日時／平成26年４月１日（火）
開催場所／八仙閣本店

平成26年 福岡県倫理法人会

拡充4,000社 達成準備大会特
集

筑紫倫理法人会のお願い

※白い行動旗は、モーニングセミナー平均参加社数が
　全国３位までの単会に与えられます。

６月30日までの集計で決定します。福岡県に白い行動旗を！福岡県に白い行動旗を！

　筑紫倫理法人会は全国約670の単位法人会がある
中で、現在モーニングセミナー出席社数平均が、全国で
4位までに上がって参りました。

　これもひとえに応
援頂きました皆さま
のお陰です。来て頂
いてる皆様をはじめ、
出席できないけど応
援してるよと言って
くださる皆様、ありが
とうございます。

　気づけば多くの方々に支えて頂き、この９ヶ月間で、
昨年度の全国17位からやっと４位まで到達することが
できました。
　期限の６月30日まで残り２ヶ月になりました。現在、平
均参加社数が77社、あと３～４社参加いただければ、特
別表彰の３位に届きます。
　皆様、どうかどうか最終最後まで、筑紫倫理法人会に
力を貸してください。毎週木曜日は、筑紫のモーニング
セミナーに参加していただきますよう、心よりお願い申し
上げます。

筑紫倫理法人会 会長　宮﨑 耕一

心境向上・鍛錬の一道

※

福岡県倫理法人会　会長　野中 真一郎

全国３位までもう一歩です。

福岡県全体で
 「筑紫倫理法人会」を
　 　応援してください。

「万人幸福の栞」 改訂新版 丸山敏雄 著

　野中会長より「4,000社達成日は6月30日です。7月
18日セントラーザホテルで丸山理事長を迎え4000社達
成記念を行います。必ず出来ると信じています！」と宣誓
されました。広島県倫理法人会から役員18名の来賓が
ありました。
　また、山口秀雄九州・沖縄副方面長が挨拶された後、
昨年９月22日・23日全国役員代表者会のダイジェスト
版のDVDが放映されました。
　DVDの中で、昭和20年8月15日終戦後、丸山敏雄創

始者は国家再建の礎になると、同年9月3日論文「夫婦
道」を寄稿され、倫理運動の碑が灯されたとの説明があ
りました。
　各地区長に対して、野中会長より目標4,000社達成
を祈念して、予祝として表彰状が渡されました。各地区
長の方々は、目標達成の決意を新たにされていました。
これで会場が盛り上がり、約200名の参加者全員が、
６月30日の目標達成を誓い合いました。

福岡県広報委員会 委員長　持留 広志

各地区長表彰式 広島県倫理法人会からの来賓



幾田 誠泰 会長
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達成目前単会報告特集
拡充シリーズ【第２回】

　豊前市倫理法人会の本年度の普及目標は１０７社。
早い時期に目標達成できるという甘い考えが浸透した
のか、９月に退会が続出し９２社まで落ち込みました。昨
年は２月に県下一番乗りで達成した勢いをもう一度と、
皆さんにお願いしましたが、なかなか火は着きません。単
会役員会で中村副地区長から、一気呵成にはできない。
「一社辞めたら一社入れたらいいんよ」考えればその通
りで、日々の普及活動を地道にこなす。これを皆さんにお
願いしてきました。役員を三班に分け、会長、専任幹事、
事務長を軸に班ごとの普及拡大会議を中心に、週末の
報告を徹底しました。本年度は十周年記念。節目を大切
に継続の力を示すためにも、皆さんの力をさざ波からう
ねりに変えようと言い続けました。普及の楽しさが少しづ

つ解って、目標達成に繋がりました。
しかし目標はあくまでも通過点、人々
の幸せのため素晴らしさを伝えてい
きましょう。

　昨年９月よりスタートした拡充ですが、当初12月末ぐ
らいには達成できるかもと、甘く考えておりました。ところ
が1社入会して頂くと２社退会と、予期せぬ出来事の連
続でついついテンションが下がり停滞期に陥りました。
そんな中、４月の単会役員会で吉森地区長の達成への

固い決意を聞かされ、再び点火した
ところです。新しい仲間作りをどうや
って楽しむか、また出来るだけ多くの
役員さんの協力を得るには何が必要
か、改めて戦略の練り直しが急務と
なりました。原点に立ち返り、１社ず
つ申込みを頂き進捗状況のチェックを毎週モーニング
セミナーでの役員朝礼後に実行しようと決めました。普
及実践者を１人でも増やし、その喜びを多くの役員さん
に拡げる事が出来たらと思います。
　まずは「モーニングセミナーへお誘い」を合言葉に、未
会員さんの開拓を推し進めて参ります。

北九州市 倫理法人会
　北九州地区で一番に達成しそうな単会が、北九州市
倫理法人会です。単会として特別な動きはされていない
が、強いてあげるならば先ず
１．会長が先頭に立って拡充にあたる
２．１ヶ月分の拡充カレンダーを作成し、各役員が拡充
の予定を入れる

３．断られても悲しみす
ぎず、ご入会頂いても
喜びすぎず、ただ粛々
と会社訪問を行う

４．最後は、出来るまでは
諦めない

（4/10現在、目標まで残

り4社。倫理ふくおか５月号が手許に
届く頃にはきっと目標達成しているこ
とでしょう。）
　北九州市倫理法人会の勢いを、
北九州地区全体に広めようと言うこ
とで、地域的に中央にある、北九州中央のモーニングセ
ミナー後に、毎週単会3役と拡充委員が集結し、各自が
紹介できる企業の名刺を持参、それを単会ごとに分けた
模造紙貼り付け、全員で確認しながらアポ取りを行うこ
とになりました。その結果、拡充企業を全員で共有するこ
とになり、役員自身の意識の向上にも繋がりました。
　北九州市倫理法人会に続き北九州地区の他単会も
目標達成に向けて頑張って行きたいと思います。

福岡市西 倫理法人会

拡充4000社に向け、福岡市西倫理法人会が
伊都倫理法人会を分封します。

　私が福岡市西倫理法人会に入会致しまして、早くも4
年目を迎えようとしております。入会１年で副会長、3年
目で会長、そして今年に入り伊都倫理法人会設立によ
る分封と、生活の中心が会社から倫理へと移って参りま
した。
　昨年県の野中会長より糸島分封のお話があった際は、
さすがにすぐには無理です。とお断りを致しました。私の
心の中で分封は先ず福岡市西倫理法人会が200社を
達成してからという想いが強かったのがその理由です。
しかし、今年度中の分封が正式に決定した今、現在154
社の単会会員数を何としてでも6月末までに210社にま
で拡げていかないといけません。あと56社です。この条
件を達成しない事には伊都倫理法人会は設立が難しく
なってしまいます。では、どうすれば良いのか？役員会で
皆と話し合った結果、拡充の為のチーム編成を行い、チ
ームまたは個人毎に目標数値を定め、6月末日までに

210社を達成することになりました。
役員全員で目標達成を誓い合いまし
た。
　これまであまり拡充に関心を持っ
ていなかった幹事の間にも今回は、
この6月までは何としてでもやり遂げなくてはいけないと
の思いが強く浸透してきております。あと3ヵ月。チーム、
いや単会全員が一丸となって210社を達成し、伊都倫
理法人会を7月31日に設立します。

北九州みやこ 倫理法人会

豊前市 倫理法人会

筑後 倫理法人会

　北九州みやこは私で３代目の会長。初代野中会長、２
代目越野会長のご尽力により、会員数が減少することな
く今日まで来ることができました。この勢いを私が止める
わけにはいかないと言う思いと、一人でも多くの方に「倫
理を学んで良かった」と感じて頂ける単会にしたいと言
う思いで活
動をしてきま
した。最初は
プレッシャー
に押し潰され
そうな時もあ
りましたが、

現専任幹事と事務長の３人で何度
も話し合った結果「楽しくなければい
けない事」「役員が自身で目標を決め
て活動できる事」を基本にしています。
目標達成まであとわずかに来ていま
すが、一番うれしく思えることは役員
さんや一般会員さんの紹介で入会して頂いた事で、自分
にとって一番の喜びを感じます。皆で一つの目標に向か
って意識し、行動し、その結果を共有できることが普及
拡充の一つの目的であり、又喜びとして今後も「日本創
生」と言う大きな目的に向かって活動します。

会長　幾田 誠泰

会長　江口 健治

幾田会長

江口会長

会長　三田 敏和

目標／115社　達成期日／４月30日
現在／107社（４月１日現在）

三田会長

水本 和也 会長

会長　竹浦 広文

目標／165社　達成期日／４月24日
現在／160社（４月１日現在）

目標／125社　達成期日／６月20日
現在／114社（４月１日現在）

副地区長　赤尾 健語

竹浦会長

４月１日現在で、目標達成まで
　　 カウントダウンになった単会を紹介します。

伊都倫理法人会設立実行委員会の会議風景

役員会風景

目標／107社　達成期日／４月20日
現在／101社（４月１日現在）



設立から早2年4月3日よりモーニングセミナーの
曜日・会場が変わりました！

　2014年4月3日より福岡市西倫理法人会
はモーニングセミナーを火曜から木曜に、会
場も百道浜ＳＲＰセンタービルから西区小戸
にあるホテルマリノアリゾート福岡の最上階
に移して開催しています。
　早朝６時、昇ってくる太陽が、会場から一望
出来るヨットハーバーを徐々に照らし始め、そ
れを合図とするかのように能古島へと向かう
第一便の渡船が港を離れていきます。
　“気持ちのよい最高の一日が始まる”“今日
はいいスタートが切れる”そう確信できる瞬間
です。朝の陽光に煌き、遠くまで広がる穏やか
な水平線の眺めはあなたの心をきっと前向き
なものにしてくれるものと思います。まるで心
に心地よいシャワーを浴びたかのような、
ちょっとしたリゾート気分にもさせてくれる福
岡市西倫理法人会のモーニングセミナーに、
是非一度来てみてはいかがでしょうか。役員
一同、心を一つにしてお待ちしております。

福岡市西倫理法人会 広報委員長 谷村　亮

　平成24年に設立された私共の単会は、早2
年が過ぎようとしています。当初は、会員の多
くが入会間もない方で構成され、全てにおい
て何もわからない状態でのスタートでした。そ
のような中で、役員全員、戸惑いと不安を抱き
ながらも、坂本会長に心を合わせ、また、諸先
輩方のアドバイスを受け、少しずつ形を整え
て参りました。現在、会全体が活気に溢れ、各
役員が堂 と々役をこなしています。そして何よ
りの成果は、役を通して「倫理を学ぶ」が実践
できているところです。今後、私共の単会では、
更なる飛躍を目指して邁進して行きます。最
後に、５月16日（金）、倫理経営講演会を開催
しますので、ご参加をお待ちしております。

春日・なかがわ倫理法人会 広報委員長 萩尾 康次

　この度、飯塚倫理法人会会員企業である
㈱ワイエスピーが、平成25年9月18日に「第
５回ものづくり日本大賞」の製造・生産プロセ
ス部門において、内閣総理大臣賞を受賞され
ました。
　昭和60年の創業以来、豆乳・豆腐製造機械
の製造販売をされています。「機械メーカーと
して、直接消費者の皆様の目に触れる事はな
いけれども、商品を製造されている方々を通じ
て消費者の皆様へ高品質でより良い商品が届
くように！」という思いで社員の皆様が一丸と
なって頑張ってこられた結果だと思います。
　これからの㈱ワイエスピーの更なるご発展
とご繁栄をお祈り申し上げます。もっと㈱ワイ
エスピーの事が知りたいと思われた方は是非、
㈱ワイエスピーのホームページをご覧くださ
い。  http://www.ysp-soybean.com/

飯塚倫理法人会 広報委員長 吉田 敏浩

　博多みなと倫理法人会は平成24年５月28
日に会員数102社で設立致しました。
　まもなく２年を迎えます。現在の会員数は
78社ですが、この数をバネに拡充します。
　会の運営を充実する為に全会員さんのお誕
生日にお祝いを持参し訪問。その際、「職場の
教養」はいかがですか、「朝礼をされています
か？」等お聞きしていますが、朝礼で読まれて
ない会員さんには何とか読んでいただきたいと
思っています。
　モーニングセミナーはホームぺージで案内、
メールでご案内しております。モーニングセミ
ナー終了後は講師を囲んでの交流会。
また、役員研修もテーブルをロの字に並べ講
師と役員との交流会を図っています。
　この様に緻密な純粋倫理の学びと実践を重
ねています。５月19日の倫理経営講演会には
未会員さんを沢山動員して拡大に全力を挙げ
ます。

博多みなと倫理法人会 会長 小口 幸一

設立２周年を迎えます
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　当日のセミナーは、講師・参加者の熱気が
充満した雰囲気というのが一番ふさわしく、
講師のお二人が語る力強い心のこもった言
葉と、その一つ一つを聞き漏らすまいとする
参加者の皆さんの真剣な姿が印象的でした。
　筑前りょう太氏のプロレスリングに向かう
ひたむきな情熱と行動力。かたや長谷川裕一
氏の家業を日本一にという思いの丈と信念
の強靭さ。自分自身の「将来こうありたい」姿
を具体的に思い描き、必ず実現するんだとい
う強い信念を持ち続ける。そして実現するま
で続ける。その姿に圧倒され、感動しました。
　また、その思いは郷土・祖国を思い遣る心
へ。日頃の心の持ち方、行動を顧みて、今また
新たな心で日々の活動を行なわねばと思わ
ずにはいられませんでした。

直方準倫理法人会 専任幹事 長谷川 雅己

青年委員会主催
「直方経営者セミナー」に

参加して

※詳しくは福岡県倫理法人会ＨＰでご確認ください。

豊前市倫理法人会　会場：築上館　開催日：４月21日（月）
　　　　　　　　　丸山理事長が講演されます。

10周年記念式典

京築・筑豊地区

直 方 準
倫理法人会

福岡北東地区

博多みなと
倫理法人会

単会報告京築・筑豊地区 単会報告企業紹介 県南地区

県南地区バーベキュー大会
　筑後市の県立筑後広域公園で、４月６日
（日）に、県南地区合同のバーベキュー大会が
開催されました。県南地区の７単会から100
名近い参加者が集まり、盛大に行われました。
前日は生憎の雨模様でしたが、会員の心掛け
のお陰で当日は雨もやみ、天気に恵まれ、会員
とその家族が美味しいお肉とお酒を囲み大変
賑わいました。
　地元の筑後倫理法人会の皆さんが朝早く
から準備していただき、さらに後片付けまで、
本当にありがとうございました。酒や食材等も
多数の会員の方からご協賛いただき、併せて
感謝申し上げます。
　なお、柳川・大川倫理法人会は、2月より
モーニングセミナー会場を柳川市商工会の大
和支所２階に会場を変更しています。皆様の
ご参加をお待ちしています。

柳川・大川倫理法人会 広報委員長 太田 完志

福岡筑紫地区

飯塚倫理法人会会員企業が
第５回ものづくり日本大賞で
『内閣総理大臣賞』を受賞！

福岡中央地区

福岡市西
倫理法人会

単会報告 単会報告

春日・なかがわ
倫理法人会

モーニングセミナー会場・曜日変更のお知らせ

（豊前市） （北九州みやこ）

スピードネットワーク株式会社
有限会社　嵐山理美容
〒800-0226 北九州市小倉南区田原新町1丁目13-2
TEL：（093）474-3819　FAX：（093）474-3828

2014
美の創造

2014
美の創造

（北九州みやこ）

萬福樓
福岡市博多区住吉4丁目2-1
TEL 092-412-9138

( 年中無休 )
●ランチタイム（8種類）11時～15時        
780円（コーヒー、デザート付）
●ディナータイム 17時～24時
①広東料理　②四川料理
③中国東北料理は福岡ではなかなか食べられない!! 
                                                         
        

（博多） （博多）

天国社 検索
～ ホームページもご覧ください ～

（天神） （福岡市早良）

48度の天然温泉
終いの棲み家の多機能型デイサービス

通う　泊まる　住む
温泉デイよこて・ミニデイよこて

＆ことぶきマンション

〒811-1311
福岡市南区横手4-13-31
０９２－５８８－２３５０
有限会社　おんせんケア
代表取締役　瀬木　康博

地区報告

小倉倫理法人会 ４月より　会場：小倉リーセントホテル　　開催曜日：土曜日に変更
福岡市西倫理法人会 ４月より　会場：ホテルマリノアリゾート福岡　開催曜日：木曜日に変更
久留米市南倫理法人会 ４月より　開催曜日：火曜日に変更

㈱ワイエスピー
飯塚倫理法人会 県南地区７単会

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

お仏壇のはせがわ
代表取締役会長
長谷川 裕一

NPO法人九州プロレス
理事長 筑前 りょう太
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平成26年度 倫理経営講演会のお知らせ

倫理経営講演会の参加者数報告

福岡市倫理法人会

1,500回記念モーニングセミナー

※詳細は各単会にご確認ください。

「繁栄の法則～倫理経営のすすめ～」

第10回 福岡県倫理法人会第10回 福岡県倫理法人会

コンクールを終えて

結果報告

開催日 単会名 場　所 講　師

５月16日㈮
５月19日㈪
５月19日㈪
５月21日㈬
５月21日㈬
５月23日㈮
５月27日㈫

春日・なかがわ倫理法人会
博多みなと倫理法人会
天神倫理法人会
豊前市倫理法人会
大牟田市倫理法人会
福岡市早良倫理法人会
北九州市倫理法人会

クローバープラザ
アクロス福岡
タカクラホテル福岡
豊前市立多目的文化交流センター
オームタガーデンホテル
天神テルラ
ホテルクラウンパレス小倉

石川　元章
中西　　浩
伊勢田　豊
澤谷　直行
戸田　栄造
上村　國喜
河野　武彦

時　間

18：30～20：20
18：30～20：30
18：30～20：30
18：30～20：10
18：30～20：20
18：30～20：30
19：00～21：00

1/22㈬
1/28㈫
2/13㈭
2/17㈪
2/18㈫

筑紫倫理法人会
福岡市中央倫理法人会
筑後倫理法人会
あさくら倫理法人会
福岡市多の津倫理法人会

…………109名
…142名

…………151名
………96名
…103名

2/27㈭
2/28㈮
3/07㈮
3/12㈬
3/17㈪

博多倫理法人会
久留米市南倫理法人会
福岡市西倫理法人会
中洲川端倫理法人会
飯塚倫理法人会

…………153名
……61名
……272名
……89名

…………90名

※太字は上位３単会を示しています。

3/18㈫
3/18㈫
3/18㈫
3/19㈬

福岡市東倫理法人会
太宰府倫理法人会
久留米市倫理法人会
おんが・宗像倫理法人会

……43名
………130名
……113名
…84名

講演テーマ
５月

最優秀賞 グリーンライフ産業 株式会社
（福岡市東 倫理法人会）

◆株式会社テレバイス （博　多 倫理法人会）

◆大坪製茶株式会社 （筑　後 倫理法人会）

◆新星電機株式会社 （北九州市中央 倫理法人会）

◆株式会社ザザホラヤ （北九州みやこ 倫理法人会）

◆株式会社小笠原 （筑　紫 倫理法人会）

●住宅夢工房いずみ（特別実演）
●株式会社大石膏盛堂（前年度優勝）

優 秀 賞 株式会社 ヨシオカ
（久留米市 倫理法人会）

第 ３ 位 第一生命保険 株式会社
（春日・なかがわ 倫理法人会）

審査員賞 おんせんケア 有限会社
（福岡市早良区 倫理法人会）

特 別 賞 住宅夢工房いずみ
（福岡市南 倫理法人会）

　福岡市倫理法人会は2月25日（火）に「経営者モーニングセミナー」1,500
回を迎えました。特別セミナーとして講話者に九州電力㈱の松尾新吾相談役
をお招きして、社長現役時代に15,000人の従業員を束ねてきたリーダーシッ
プのあり方を話されました。
　生まれ育った家庭環境や苦学生だった体験までさかのぼって、座右の銘の
一つである『心ある 人には見らる やぶこうじ』の句の意味を、「自慢して目立た
なくとも、見る人は必ず見てくれている」という謙虚な心の大切さを説かれ、多
くの気づきを頂きました。まさに倫理にかなう素晴らしい講話でした。早朝より
185名もの参加者があり、拡充への弾みとします。

福岡市倫理法人会　会長　井手 謙一
　第１０回活力朝礼コンクールを４月１９日土曜
日、晴天に恵まれ福岡国際会議場にて開催致し
ました。多くの来場者と出場チームや応援団、そ
して大会関係者の皆様のおかげをもちまして盛会のうちに無事
終えることが出来ました。ここに感謝申し上げ厚く御礼を申し上
げます。
　第１０回目に相応しく出場チームのレベルの高い朝礼実演で
息の揃ったお辞儀や元気溢れるハイの返事また挨拶は、活力朝
礼の秘めているパワーを体感する感動と興奮の大会となりました。
　一人ひとりができる力をチーム全員で発揮している姿に敬服
致しました。活力朝礼を取り入れ、良い方向へ社風や社員が変
わったと感じて頂ける企業様が増えることを期待しております。
有難うございました。

朝礼委員長
円城寺 達典

最優秀賞

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

（福岡市早良）

昭和産業
矢部村産の天然杉皮

美装・矢部村産杉皮販売
TEL：092-588-4457（090-3416-1851）
E-mail：info-hagio@gf-fields.biz

代表取締役：萩 尾 康 次

GFフィールド
株式会社

http://www.gf-fields.biz/

～１年間、情報掲載料無料！～

御社の製品をGFFの海外
通販サイトでテスト販売を
してみませんか？

（春日・なかがわ） （筑後）

代表取締役

矢加部  尚武
不動産を
売りたい方・買いたい方へ
真心のお手伝い

㈲アークシティ
まちづくり人づくりまちづくり人づくり

〒833-0012 福岡県筑後市大字溝口762-1

E-mail h-yakabe@sanwaboard.co.jp 

Te l .（0942）48-5531
Fax.（0942）53-6777

（不動産取引業）

グリーンライフ産業 株式会社

株式会社 ヨシオカ

優秀賞

第一生命保険 株式会社

株式会社 テレバイス 大坪製茶 株式会社 新星電機 株式会社 株式会社 ザザホラヤ 株式会社 小笠原

おんせんケア 有限会社

株式会社 大石膏盛堂

会 社 名 所 属 単 会

平成26年 土４月１９日

住宅夢工房いずみ

特別賞
審査員
賞

前年度
優勝

敢闘賞

第３位

敢闘賞



【マナー講習】
平成26年２月３日㈪講習日

３

場　所 嘉麻市立稲築東中学校
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福岡県倫理法人会　青年委員会福岡県倫理法人会　研修委員会

※詳しい内容については
　チラシにてご確認ください。

　朗らかな明るい態度。元気な挨拶。背筋を伸ばした姿
勢。そして親・祖先を敬い、家族・会社を愛する人間。創業
の志を守りながら、変化すべきところは積極果敢に取り組
む姿勢を持つ後継者。福岡県後継者倫理塾はこの様な人
材を養成すべく発足しました。
　今回２期生を迎える準備を整えています。１期生は
我々運営スタッフも驚くほど、各々の個性を大切にしなが
ら成長・発展しています。来期はカリキュラムをより充実
し、運営を行っていきます。塾生のご派遣を心よりお待ち
いたします。

後継者倫理塾　運営委員長　中野 和義

　２月26日ユメニティ直方にて、開催いたしました。当日は雨天に
も関わらず、未会員20名を含む139名の方のご参加を頂きました。
　NPO法人九州プロレスの理事長、筑前りょう太氏の「直方を元
気にするバイ」というテーマで会場を沸かせて頂き、続く㈱はせがわ
の長谷川裕一代表取締役会長の講話は、学生時代に書いた日記
の内容を交えて直方にまつわる大変貴重なお話をいただきました。

　富士高原研修センターでのセミナーに参加でき
ない方のために、福岡県内で現地倫理セミナーを
開催します。参加ご希望の方は早めのお申込をお
願い致します。

「直方経営者セミナー」の報告

●第25回
　寺子屋倫理塾 
　平成26年6月6日（金）
　場所／八仙閣 本店

●第24回
　寺子屋倫理塾in県南 
　平成26年5月13日（火）
　場所／ホテルニュープラザ久留米

寺子屋倫理塾の
ご案内

現地倫理セミナーのご案内
福岡市東倫理法人会　青年委員　長倉 一樹

【社会人講話】
平成26年１月30日㈭講習日

１
場　所 福岡市立三宅中学校

業種：接客、弁当小売
所属：福岡県倫理法人会
　    文教委員長

株式会社融広
岡本 融広

業種：機械器具卸業
所属：博多みなと倫理法人会
　    会長

創ネット 株式会社
小口 幸一

業種：美容業
所属：福岡市多の津倫理法人会
　    会員

株式会社 ビッグロード
中野 靖子

【社会人講話】
平成26年１月31日㈭講習日

２
場　所 福岡市立梅林中学校

業種：プロレスラー
所属：福岡市早良倫理法人会
　    幹事

株式会社 おひさま本舗
小川 聡志

業種：旅行業
所属：福岡県倫理法人会
　    文教副委員長

株式会社 ラド観光
松尾 弘文

業種：靴、雑貨小売
所属：福岡県倫理法人会
　    文教副委員長

有限会社 鶴得介商店
鶴 　邦弘

業種：プロレスラー
所属：福岡市早良倫理法人会
　    幹事

株式会社 おひさま本舗
小川 聡志

業種：司会業
所属：中洲川端倫理法人会
　    会長

有限会社 アクターズ
浜本 昭義

業種：自動車整備業
所属：福岡市東倫理法人会
　    専任幹事

有限会社 寿モータース
古澤 正也

業種：不動産業
所属：福岡市中央倫理法人会
　    会長

ハッピーハウス 株式会社
木下 孝憲

業種：不燃建材製造業
所属：福岡県倫理法人会
　    副会長

株式会社 三和不燃ボード工業
矢加部 尚武

業種：プログラミング
所属：福岡県倫理法人会
　    朝礼副委員長

株式会社 ハコブネ
森　 淳

【社会人講話】
平成26年２月６日㈭講習日

４
場　所 福岡市立内浜中学校

業種：靴、雑貨小売
所属：福岡県倫理法人会
　    文教副委員長

有限会社 鶴得介商店
鶴　 邦弘

業種：空手道場
所属：筑後倫理法人会
　    副事務長

NPO法人武道アカデミー
古川 恭司

業種：接客、弁当小売
所属：福岡県倫理法人会
　    文教副委員長

株式会社 融広
岡本 融広

業種：社会保険労務士
所属：久留米市倫理法人会
　    文教委員

玉田社会保険労務士事務所
・FP事務所  玉田賢久

業種：プログラミング
所属：福岡県倫理法人会
　    朝礼副委員長

株式会社 ハコブネ
森　 淳

業種：機械器具卸業
所属：博多みなと倫理法人会
　    会長

創ネット 株式会社
小口 幸一

業種：住宅リフォーム業
所属：福岡市南倫理法人会
　    朝礼委員

住宅夢工房いずみ
秦　 城之

業種：プロレスラー
所属：福岡市早良倫理法人会
　    幹事

株式会社 おひさま本舗
小川 聡志

業種：美容業
所属：久留米市東倫理法人会
　    会長

㈲オズ・エタニティー・エンター
プライズ　執行 哲也

業種：自動車整備業
所属：福岡市東倫理法人会
　    専任幹事

有限会社 寿モータース
古澤 正也

業種：ＬＰガス販売
所属：福岡市中央倫理法人会
　    会員

株式会社 柴田産業
柴田 靖典

業種：旅行業
所属：福岡県倫理法人会
　    文教副委員長

株式会社 ラド観光
松尾 弘文

【マナー講習】
平成26年２月14日㈮講習日

５

場　所 飯塚市立伊岐須小学校

業種：総合建設業
所属：福岡県倫理法人会
　　　京築・筑豊地区長

株式会社 クボイ
久保井 伸治

業種：モニュメント、アイアン
　　　装飾製造、ギャラリー
所属：飯塚倫理法人会
　　　副会長

マサジアートギャラリー
其田 寿枝

【マナー講習】
平成26年３月10日㈪講習日

６

場　所 飯塚市立鯰田小学校

業種：総合建設業
所属：福岡県倫理法人会
　　　京築・筑豊地区長

株式会社 クボイ
久保井 伸治

後継者倫理塾

後継者倫理塾・第２期生募集要項
【対象年齢】 福岡県倫理法人会会員企業の
　　　　　 満25～50歳の後継者
【期　　間】 2014年10月～2015年７月　 【募集人数】 20名
【費　　用】 約20万円（税込）
【研修場所】 スコーレ若宮（若宮市）・富士高原研修センター他
【申込締切】 定員になり次第
　　　　　 ※応募者多数の場合は調整させていただきます。
【申込方法】 指定の申込み用紙にてFAXしていただくか、
　　　　　 事務局にお問い合せください。
　　　　　 ※日程、講義内容は予告なく変更になる事があります。

　第１期生の修了式が上記の通り行われます。修了式
では塾生の決意発表があります。申込みを検討されて
いる方は、是非ご参加ください。

第１期生修了式のご案内
日時：平成26年７月10日㈭　場所：KKRホテル博多



　この番組は、倫理法人会のことをもっと多くの皆
様に知ってほしい、という思いで始まりました。今
取り組んでいること、企業名の由来、、、など、最新
情報や番組でした聞けない情報満載！！
　リスナーの皆様に「倫理の素晴らしさ」と「活力」
をお届けします。

北九州市
（福）さわやか会
（福）八健会
福岡小松フォークリフト（株）新門司営業所
（株）旺計社

福岡市中央
ホテルキーパーＦＣ福岡 第４エリア
Ｎｅｔライフ合同会社

福岡市西
（株）プライム福岡
（株）ホテルマリノアリゾート

天　神
宮﨑電気管理事務所

福岡市南
（有）センナリ食品

小　倉
（株）ハマダ

豊前市
くぼて宿泊施設運営組合「卜仙の郷」

北九州みやこ
（有）せいわ
（株）本村電器商会

福岡市
（一社）医療介護施設助成事業団
（株）中村タイル商会
（株）鹿田産業
（株）トラステム
（株）Ｇｌｉｔｔｅｒｉｎｇ ｈｅａｒｔ

博　多
小林印刷（株）

3月入会（平成26年）
北九州市

2月入会（平成26年）
板井築炉（株）
（株）福岡農事研究所

福岡市早良
（株）フォルテ
（株）エコ＆エコ
エコナジャパン
（株）山口油屋福太郎（天神テルラ）

筑　紫
加勢一建装
ファインリフォーム
（有）岡部
（株）Ｋ＆Ｋ
田中要一

春日・なかがわ
大晴建装工業
晃進基礎工業（株）
西部ガスリアルライフ北九州（株）
（有）福岡構造
（株）Ｆｉｒｓｔ福岡

中洲川端
（株）エス・エス・エル
リハコンテンツ（株）

福岡市南
メットライフアリコ生命保険（株）
アンジュ
日本郵便（株）

太宰府
（有）時計宝石メガネ補聴器 ヒラヤマ

筑　後
ＣｉＡＯ　ＤＯＬＣＥＺＺＡ

久留米市南
ソニー生命保険㈱福岡ＬＰＣ福岡支社

柳川・大川
（株）深町泰三商店

北九州市洞海
（有）本城葬祭
北九ネットまちづくり（同）
（有）カオモータース

おんが・宗像
（有）クローバーカンパニー

小　倉
（株）双幸

飯　塚
（有）西日本開発

豊前市
（有）エイト上毛町支店
太陽交通（株）
大分製紙（株）

北九州みやこ
（株）吉野家　本社工場
（株）小倉マツダ販売

福岡市東
整体師
（株）近鉄ホテルシステムズ  博多都ホテル

●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。　●企業訪問掲載希望の企業様…自薦・他薦を問いません。
※いただいた原稿は、誌面等の都合上、一部修正・割愛等させていただくことがございますのでご了承ください。 倫理ふくおか 2014．5月号　平成26年4月25日発行

２月・３月

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。

福岡市早良
（株）Ｅｄｏｏ
大場貴彦税理士事務所
（株）オネスト

筑　紫
（株）九州シーマ
（株）トレビ教育研究会

太宰府
くどう電気

中洲川端
（有）松永商事
東京海上日動あんしん生命保険（株）

春日・なかがわ
（株）共栄
吉満板金

あさくら
（有）セトロクリエイション

筑　後
西吉田酒造（株）

福岡市中央
竹元たたみ店
（株）クラフトエンジニアリング

天　神
（有）筑紫印刷

５
月
の
放
送

click!!

角　 律子
稲富 麻理

５/2（金）・5（月）
福岡市南 倫理法人会

福岡市南 倫理法人会

9（金）・12（月）
福岡市西 倫理法人会

福岡県 青年委員長
５/

松本 光稔
熊本 貴之
原　 章雄
小笠原 涼子

５/16（金）・19（月）
筑 紫 倫理法人会

筑 紫 倫理法人会

23（金）・26（月）
福岡県 女性副委員長

福岡県 京築・筑豊副地区長
５/

清水 禎子
中村 義春

　今まで放送された分は、全て福岡県倫理法人会
ＨＰの「心にプラスワン」をクリックしていただくと、
放送内容全てを聴くことができます。


