


自ら気づき、実践して行動することによって、まずは自
分自身が変化して、周囲の人も変わり、状況が好転して
いきます。まずは行動あるのみ。青年委員会に来て、同
じ仲間と努力・実践をしていきましょう !!

青年委員会に行く
だけで解決するの？

そんな

都合のいい話
は

ありません。

感　謝
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　新年明けましておめでとうございます。爽やかに新春をお迎えの事

と存じます。本年も昨年同様宜しくお願い申し上げます。

　さて新たな年を迎え一年の計画を立てられた事でしょう。年間実践

計画により着実に進むとき、大きな気付きと、学びがあります。

日常の小さな実践を積み重ねて参りましょう。倫理はやはり実践、実

験です。実践しなければ結果は出ません。

いま多くの方々に入会戴いています。その新会員の方々が未会員を

お誘い戴き入会があっています。入会するかしないかの判断は先方が

行います。まず伝えて欲しいのです。まず声をかけて戴きたいのです。

今期目標の4,192社達成の年がいよいよスタート致しました。

各単会に於かれましては、昨年９月の期首より、それぞれの方法で普及実践を

行っています。全単会達成を目指し活動して参りましょう。

　新年あけましておめでとうございます。　

昨年、会員の皆様には大変お世話になりました。

誠にありがとうございます。

　今期は大江会長の基本方針であります“敬の倫理”の想いで倫

理活動を実践していただいております。

丸山創始者の生誕地であります福岡県

が日本創生の礎になりますよう、努力

していく所存であります。

　新年の誓い“信成万事”「きっと出来るぞ、きっとやるぞ」と

動かぬ信念がその事を成就させる。　

本年もよろしくお願い致します。

謹賀新年謹賀新年
平成 28 年リーダーに必要な条件、創業精神、継承…

青年委員会にはさまざまな若手経営者同士の交流の場が設けられております。

寺子屋倫理塾

経営のヒントがここにはある!!経営のヒントがここにはある!!

実際に若手経営者の生き方や会社のあり方を講演

して頂き、皆様の会社でも実践できるように、集っ

た若手経営者・社員でディスカッションをして、学

びを深める寺子屋塾となっております。異業種交流

をして情報交換の場でもあります。

○○市経営者セミナー
地域から切り拓こう！元気な企業が地域社会を動

かす。著名な講師をお招きして、経営戦略や知識な

ど、普段のモーニングセミナーでは聞けないセミ

ナーを実施しております。過去には直方市や福岡市

で開催して

おります。

後継者倫理塾＆
青年委員会 合同学習会
倫理法人会の会員で近年、事業継承を経験した方に

講演頂きます。

創業者の精神を引き継ぎ、倫理経営を正しく理解・

実践し、健全な経

営を推進する企

業の未来を担う

後継者の育成を

目的にしており

ます。

拡げよう !青年の輪
青年委員会のメンバーの体験発表を行い、1年間の

総括を行います。新たな青年委員会のメンバー同士

の交流や異業種の交流の場でもあります。さらなる

仲間を増やして、同じ

若手経営者同士、悩み

を打ち明け、そして共

に成長していく人間

関係を築くことがで

きます。

寺子屋倫理塾の様子
過去に行った
経営者セミナーの案内

会長　大江 義夫
福岡県倫理法人会

幹事長　中尾 達弥
福岡県倫理法人会

グループに分かれてディスカッション

初参加者も笑顔で懇親会 !



　11月19日（木）に「ゆなさ塾」代表：浜
田安代先生を講師に迎え第1回「自分力
ＵＰセミナー」を開催いたしました。
　ＩＱよりもＥＱ(心の知性)型人間が生き
残る！ということで、じぶんの魅力を発揮
してストレスの無い、更に幸せになる為
の幸福プランを学ばせて頂きました。
　5回コースの初回は総数70名程で内
未会員さんも14名の参加をいただき、会
場は熱気に溢れていました。“女性が変われば世界が変わる”を合言葉に1月21
日に第2回、2月18日に実践報告会、3月26日には第3回とバザーを予定してお
り、更に盛り上がって純粋倫理の輪を広げていきたいと思います。

　2回の県内レクチャラー養成学習会が終了しました。
前期にも増して熱気と学習意欲の高さを感じる学習
会となっています！
　学習者の方々の主体的！自発的！学び取るエネル
ギーと辻塚さおり副委員長・中村寛リーダーを中心
としたマスターマインドのメンバーのサポートに感
謝いたします！
 ３回目以降も、どしどしのご参加を宜しくお願いいた
します。
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Topics委 員 会 ト ピ ッ ク ス Topics単 会 ト ピ ッ ク ス

福岡県倫理法人会　女性副委員長　伊東 洋子

県内レクチャラー養成委員会
委員長　金川 俊一

福岡市中央倫理法人会　会長　國府 昭一第 11回（グランドチャンピオン大会） 表彰式風景

日　時 平成28年1月21日（木）

※詳しくは、所属単会の朝礼委員長にお問い合わせ下さい。

時　間 13:30～15:30 受付13：00から

大野城市総合福祉センター3F
大野城市曙町2-3-2　TEL:092-572-7700

場　所

1人 1,000円受講料

能力と魅力を発揮する
◎EQ力の重要性 ◎顧客満足の3大要素
◎人の心をつかむ4大ポイント

テーマ

自薦他薦
問わず

第1回目を開催！

倫理法人会 設立15周年記念式典福岡市中央福岡中央
地区 「皆様に支えられて」

　2000 年 12 月 2 日に福岡市倫理法人会から分封した福岡市中央倫理法人会は、12
月 1 日に設立 15 周年を迎え、記念式典ではたくさんの方にご出席をいただき盛大なお
祝いになりました。式典では 15 年間の歩みを報告し、激励の有り難いお祝いの言葉をい
ただきました。

　記念講演では倫理研究所・新原隆一参与より「事業
繁栄は家庭の安定から」というテーマでご講話をいただ
き、祝賀会では歴代会長よりそれぞれの想いをお話ししていただきました。また、あっと驚く楽し
くも不思議なスーパーマジックショーも披露されました。
　この 15年目の節目を原点とし、また飛躍の活力として、会員の皆様と共に純粋倫理をしっ
かりと学び伝えていくことを心に誓いました。皆様に深く御礼申し上げます。

北九州市洞海倫理法人会　会長　青木 靖長

天神倫理法人会　専任幹事　藏前 雅之

目標動員100名（内自単会50名、未会員30名、社員等20名）

目標動員200名（未会員25名）

井上 茂勝氏（一般社団法人倫理研究所　参与）講　師

タカクラホテル福岡場　所燃やせ元気玉テーマ

倫理法人会北九州市洞海北九州西
地区 「第 700回記念経営者モーニングセミナー」

　１月８日（金）に北九州市洞海倫理法人会は700回目の経営者モー
ニングセミナーを開催します。講師としてお迎えするのは千葉県倫理法人
会　相談役の寒竹郁夫氏です。
　寒竹氏は株式会社が訪問歯科診療をフルサポートするという、日本初
のビジネススキームを構築。訪問歯科診療のパイオニアとして全国展開
し、日本最大の歯科グループをつくり上げた人物です。昨年の１１月に
は【カンブリア宮殿】にも出演しております。
　現在は医療機関・企業の垣根を越えた包括的なグループである DS
ヘルスケアグループの代表 CEO に就任しており医科医療を原点とする
「歯科・医科・介護のワンストップサービス」の提供の拡充と、医療の
産業化、グローバル展開を目指しています。
　今回のテーマは『原点回帰』で栞に立ち返り、お話をして頂きますの
でどうぞお楽しみに！

　天神倫理法人会で、200 名経営者モーニングセミナーを開催します。1 月 19 日 ( 火 ) 朝 6 時から、会場は福岡市中央区
のタカクラホテル福岡です。講師は井上茂勝氏。テーマは、『燃やせ元気玉』。事業の経営不振で、多くの企業や街に元気と
自信がない。今こそ元気を出そう！企業発展の 3つのポイントは、好感度と満足度と安全度だそうです。セミナー後はタカクラ
ホテルの美味しい朝食会にも、ぜひご参加ください。

倫理法人会   天神200名モーニング開催天　神福岡中央
地区

日　時 平成28年1月8日（金）
時　間 朝6:00～7:00

北九州市八幡西区瀬板2-4-7
※会場がいつもと変わっていますのでご注意下さい。

場　所

千葉県倫理法人会 相談役講　師

寒竹 郁夫氏

DSヘルスケアグループ
代表・CEO
歯科医師・歯学博士

無料 !!参加費

原点回帰テーマ

第12回 

平成28年7月9日 土 14時開演
福岡国際会議場福岡市博多区石城町2-1

ノミ ネ ート 企 業 大 募 集

平成28年1月29日金申込締切

もっと輝く自分に会える【自分塾】

～明朗・愛和・喜働のために～

女性委員会報告

朝礼委員会報告

県内レクチャラー養成委員会報告＋ご案内

『自分力ＵＰセミナー』
『自分力ＵＰセミナー』のご案内

会社が元気になる !1

会社の団結力が高まる！3

会社のPRになる！2

1月19日　 朝６時火

「200名経営者モーニングセミナー」

出場効果

アートクレフクラブ

日　時 Ⅲ 平成28年1月12日（火）18:00～21:30
Ⅳ 平成28年2月10日（水）18:00～21:30
Ⅴ 平成28年3月10日（木）18:00～21:30
Ⅵ 平成28年4月15日（金）18:00～21:30

参加費 1回 1,000 円

会　場 ＴＫＰガーデンシティ博多
福岡市博多区博多駅前3-4-8サットンホテル博多シティ内5階

「県内レクチャラー養成学習会」のご案内

元気の秘訣は
朝にあり！

全体風景

歴代会長



（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

おそうじと片付けの
お困りごとはありませんか？
心をこめて対応します
お気軽にご相談ください

おそうじ本舗 大濠店

店長：末吉 博行

0120-957-046
フリーダイヤル

センチュリー21小笠原

小笠原  涼子
株式会社  小笠原

不動産のことなら何でもご相談ください

歯科技士募集

Kdental
大栄ダンボール

株式会社
有限会社

代表取締役　野口 英俊代表取締役　中嶋 康雄

〒816-0943 大野城市白木原2-1-10
tel:092-572-2121　fax:092-581-2033

http://www.c21-ogswr.com
Email  info@c21-ogswr.com

福岡県の地域密着型不動産

〒830-1211
福岡県三井郡大刀洗町本郷1245-1

TEL:0942-77-3900
FAX:0942-77-3899

（筑紫） （福岡市城南）

〒802-0063 北九州市小倉北区若富士町 1-10アサヒビル206
TEL 093-967-0150　FAX 093-967-0160
携帯電話 0 9 0- 1 6 9 5- 8 5 8 5
E-mail : masahiro-kaku@bell.ocn.ne.jp

TEL 093-435-3580　FAX 093-435-0358
E-mail : info@kdental.co.jp
URL:http//www.kdental.co.jp

携帯 :090-1511-6777

〒800-0353
福岡県京都郡苅田町尾倉 4378-8

加來正弘
代表取締役

㈱加來総合保険事務所

MASAHIRO KAKU

（北九州みやこ）（久留米市東）（北九州みやこ）

東京海上日動火災保険株式会社 代理店
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 代理店
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シリーズ『人』 ～倫理を学んでどう変わったか！～特集
Feature

会 員 ご 紹 介

「倫理に入って思うこと」

大坪製茶株式会社

代表取締役
大坪 栄一郎

　仕事は八女市でお茶の製造販売をしています。
倫理に入会したのは平成17年で、早10年が過ぎました。
入会当時、当社の社員は入れ替わりが激しく、社内の人間関係も最悪でした。
　この状況を変えたいと思い早速トイレ掃除と活力朝礼を取り入れました。
最初は違和感もありましたが、同調してくれる社員も増え退職者が激減し、
今では社内もまとまっています。
　活力朝礼を取り入れた事は大正解
でしたが、それ以上に経営者自身が
モーニングセミナーで学び続ける事が
大切だと痛感しています。
　これからも謙虚な気持ちで倫理を学んで
いきたいと思います。

　当社は、土木設計コンサルタント事務所として1979年8月に開設。事業も順調に推移する中、1990年懇意
にしている福岡のコンサルタント会社から北九州支店開設に伴い、支店長として入社を懇願され、妻の猛反対
を押切って入社。1998年頃からバブルの影響で本社の受注が減少、北九州支店が本社を支える様になり、持
ち応える事が出来ず2004年1月倒産。同年2月新たに土木設計事務所を開設するも、倒産会社の保証被りで
自宅が競売により人手に渡る。この様な苦しい最中(さなか)、私の現状を承知しない友人から、倫理法人会入
会を勧められ義理を果たす為、MSに7ヶ月間ほぼ毎週参加。ある講師の実践体験を聴き感動。同年9月に入
会。ここで「万人幸福の栞・第12条」捨我得全に出会い目から鱗。今まで捨て
切れなかった失った財産等への執着心を捨て、健康で仕事が出来る喜びを意
識する様になると、心が身軽になり運が巡って来た様に感じる出来事が起こり
ました。数年前に計画していた工場敷地(34ha)の大規模開発設計が再浮上し
設計の依頼。更に翌年9月区画整理事業(5ha)を受注。この受注により個人的
に借用していた全て金銭を完済する事が出来ました。
　倫理を紹介して頂いた方と、この一連の出来事に対して、今以て一言の苦情
も言わず、黙って連れ添ってくれた妻に感謝します。

　倫理を学び始めて8ヶ月が過ぎた頃、弊社に大きな危機が訪れました。頼りにしていた女性デザイ
ナーが緊急入院。切迫流産の危機で『絶対安静』と診断されたのです。社内でデザインができる人材
は彼女だけ。お客様からも非常に信頼されていた彼女の突然の空白に、接客・製作業務が完全にス
トップしてしまいました。
　普通ならお先真っ暗、途方に暮れるところです。私は、創始
者・丸山敏雄先生の『急ぐな　先の事を心配するな　自然
に任せて処置をとれ　これで良い　喜べ』という言葉を思
い出し、まいにち心に刻みました。
　そのおかげで、危機的な状況を素直に受け入れる事が出
来ました。倫理を学んでいるおかげです。「この状況は会社が
良くなるチャンスだ！」と前向きにも考え（苦難福門）、いまも倫
理を自社の経営に取り入れ、スタッフやお客様に感謝の心
で日々の業務にあたっています。

　昨年5月に中洲川端倫理法人会に入会し、青年委員長を拝命致しました｡当社は「投稿かわら板」と
いうフリーペーパーの発行を目的に一昨年11月に創業し､求人雑誌“an”や“DODA”の1次代理店
もしております｡
　大江会長や木下MS委員長の勧めもあり､戸田栄造法人スーパーバイザーより“倫理指導”を受け
ました｡「選択を誤り､物事が裏目に出る｡」と相談すると､｢幼い頃の両親の離婚で､母を知らない事に
起因する｡｣とのご返答｡｢母がいなくても困っていない｡｣と返すと「ココ
が問題だ！」とのご指導｡父からは母の事を悪く聞かされ､そんな父もだ
らしなく見え､祖父母を両親のように想って来ました｡戸田スーパーバイ
ザーより“親の子になる”実践として､以下の2つを頂きました｡
①実の父に対して父親と想って接する｡
②母を捜してみる
①は積極的に話しかける様に心掛けています｡②は戸籍を元に探す方
法を教えて頂きました｡先日の“純粋倫理学習会”でご指導の意味を深く
学び､“親の子になる”実践の決意を新にしました。

営業課長　
久米 勝也

「倫理指導を実践中」

恵比寿ｄｏ株式会社

株式会社Ｙ・Ｍ・Ａ

「倫理法人会に入会して」

代表取締役　
青木 靖長

「倫理を学んでいるおかげで」

インプレス福岡株式会社
デザインはんこ

代表取締役
石松 道右

朝礼風景 久しぶりの2ショット写真

フリーペーパー「投稿かわら板」 毎年行っている経営計画発表会

筑後倫理法人会 北九州市洞海倫理法人会

中洲川端倫理法人会 天神倫理法人会

福岡市中央区黒門2-15ライフ大濠102



倫理経営講演会とは、未会員の方にも倫理実践による体験談をお聞き頂く講演会です。

（太宰府）（久留米市東）（あさくら）

福岡県知事登録　旅行業第134号

〒835-0007
福岡県みやま市瀬高町新船小屋2648-4

TEL0944-63-3875
FAX0944-63-3876

〈E-mail〉kokusai5931@viola.ocn.ne.jp

全国旅行業協会正会員
株式会社KK 国際観光社

えがお ふれあい いい旅 !
心から「新発見」をお客様へ…

国内・海外旅行・パッケージ商品
航空券・JR券・貸切バス
ご宿泊など旅行全般のサービス
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達成単会の声達成単会の声

　おかげさまで日本一早く、目標（165社）を達成する事が出来ました。
　期首に達成日を周知し、拡充の目的「良い仲間づ
くりをする」を皆で再確認しました。
　幹事だけでなく、会員の皆様にも協力頂き、明るく
楽しく拡充に取り組んだ事が、良い結果に繋がった
と思っています。
　正に " チーム早良” が団結した結果ではないで
しょうか｡
　素晴らしい早良の仲間に感謝です。

　気骨とは「信念を守って屈しない気性」のことです。刻一刻と変化する経営環境にあって、より確かな信念を確立し、企業
の未来を切り拓いていくヒントになる講話です。
　倫理経営講演会は、経営者を対象にした講演会です。会員だけでなく、未会員の方もお誘いの上、ご参加ください！

福岡市早良倫理法人会

素晴らしき早良の仲間に感謝 ! 
「岐路に立つ～いま、求められる経営者の気骨～」

福岡市早良倫理法人会　会長　永杉 貴司

（参加費 :2,000円）

※詳細は各単会にご確認ください。

　今期は10月に役員研修を行い、金川相談役より「組織は目的を持って集まり、目
標をもって団結し、目標を達成して絆が生まれる。」と教えていただきました。
　“自分の会社、人生を良くしたい”という目的を持って集まり、所属する学びの場を
さらに活性化できるため、目標会員数を138社に定めて動きました。

　目標達成期日を大幅に前倒して11月と決め、色々なとこ
ろで公言し自らを追い込みました。　
　正直大変でしたが、たくさんの方に応援、援助いただき全
員の力で達成することができました！そしてこの役をいただい
たことで素晴らしい体験をさせていただきました。ご協力いた
だいた皆様には心より感謝申し上げます。これからも目標に
向かって力を合わせ活動していきます。ご指導ご鞭撻宜しくお
願い致します！！

福岡市多の津倫理法人会

皆様のお蔭で達成できました！

福岡市多の津倫理法人会　会長　松尾 弘文

福岡市多の津倫理法人会の皆さん

福岡市早良倫理法人会役員の皆さん

138 社138社
達成 !

165社165社
達成 !

平成28年度 のお知らせ倫理経営講演会
講演テーマ

開催日 時　間 単会名 場　所 講　師 事業体験報告
または朝礼実演

平成28年度 2月 「倫理経営講演会」

1月 22日
（金） 18:30～20:05 北九州市中央

倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
参与

新原 隆一
朝礼実演企業
新星電機（株）

北九州八幡
ロイヤルホテル

2月 16日
（火） 18:30～20:15 福岡市多の津

倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
法人局 法人スーパーバイザー

塩川 哲郎
朝礼実演企業

朝礼実演企業名選出中

TKP
ガーデンシティ

博多

2月 24日
（水） 18:30～20:10 直方

準倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
法人局 法人スーパーバイザー

戸田 栄造
朝礼実演企業

（株）フルディライト
ユメニティ
のおがた

2月 18日
（木） 18:00～20:00 博多

倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
法人局普及事業部 次席

首都圏方面 方面長  アジア開発担当
森本　宏

事業体験者
北備建設（株） 代表取締役社長

松森 悦子
ホテル日航福岡

1月 26日
（火） 18:30～20:15 久留米市

倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
名誉研究員
戸田 徹男

朝礼実演企業
（株）於保商店

ホテル
ニュープラザ
久留米

1月 27日
（水） 18:30～20:05 筑紫

倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
法人局 参事 法人アドバイザー

原田 善征 
朝礼実演企業

（有）タイヤチップセンター
大野城市

総合福祉センター

1月 26日
（火） 18:30～20:30 福岡市中央

倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
理事

藤麻 一三

事業体験者
愛東運輸㈱ 代表取締役社長

村山 明子
KKRホテル博多

1月 28日
（木） 18:30～20:30 伊都

倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
法人局 法人スーパーバイザー

西森 義信

事業体験者
（有）神谷産業 代表取締役

神谷 善高
PLAZA寿苑

2月 19日
（金） 19:00～21:00 小倉

倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
参与

中西　浩

事業体験者
（株）トップ 代表取締役会長

新庄　昇

北九州
国際会議場
21会議室

2月 24日
（水） 18:30～20:30 中洲川端

倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
法人局 法人スーパーバイザー

島　良明

事業体験者
㈱松本コンサルタント 代表取締役社長

松本 祐一
IP

シティホテル福岡

2月 24日
（水） 18:30～20:30 福岡市西

倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
法人局 法人スーパーバイザー

高嶋 民雄

事業体験者
（株）エコファクトリー 代表取締役

村上 尊宜
天神テルラ

2月 25日
（木） 18:30～20:20 福岡市南

倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
法人局 参事 法人アドバイザー

藤本 定明

事業体験者
松熊工業（株） 代表取締役

松熊 秀樹
国試薬学
ゼミナール

2月 25日
（木） 18:30～20:30 福岡市城南

倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
法人局 法人スーパーバイザー

加藤 公利

事業体験者
片山工業（株） 代表取締役

片山 孝志
西鉄イン福岡

平成28年度 1月 「倫理経営講演会」

開催日 時　間 単会名 場　所 講　師 事業体験報告
または朝礼実演
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文教委員会報告

社会人講話

マナー講習

マナー講習
平成27年 10月15日（木）

◎講師（所属）
　藤川 誠一（中洲川端）
◎会社（業種）
　（有）一柳（パティシエ）　　

◎講師（所属）
　山下 和子
◎会社（業種）
　（福）専徳会 うるう保育園（保育士）　　

◎講師（所属）
　前田 芳乃（太宰府）
◎会社（業種）
　（有）みこと調剤薬局（薬剤師）

◎講師（所属）
　筑前 りょう太（中洲川端）
◎会社（業種）
　NPO法人九州プロレス（スポーツ関係）

◎講師（所属）
　柳　義仁（福岡市中央）
◎会社（業種）
　（有）アイディー（インテリア・デザイン）

◎講師（所属）
　田中 正春（福岡市西）
◎会社（業種）
　（有）ショップ ハチナナハチ（花屋）

◎講師（所属）
　古澤 正也（福岡市東）
◎会社（業種）
　（有）寿モータース（自動車関係）

講習日 豊前市立千束中学校場　所

平成27年 10月30日（金）講習日 福岡市立老司中学校場　所

◎講師（所属）／森　顕（福岡市中央）
◎会社／Ｌｉｆｅ Ｔｉｍｅ Ｓｕｐｐｏｒｔ（株）

10月15日から11月18日までに派遣した4校11名の講師の皆さんです。

2年生を対象に、前半は実際に働いている人の話を聞くことで、「働くこと」の充実感・達成感・責任感を感じとる社会人講話。後半は社会に必要
なあいさつ、礼儀の基本的動作を学ぶことを目的としたマナー講習の2部構成で開催しました。マナー講習は、最初は声も小さくあいさつも出来
なかった生徒が大半でしたが、終わるころには素晴らしいあいさつができるようになりました。

3年生を対象とした基本的な挨拶、マナーの講習。講師はマナーの必要性を分かりや
すく説明し、最後の５分間は全員で椅子を使っての立ち方、座り方を指導。丁寧な教
えに生徒たちはきれいに出来るようになりました。

社会人講話

平成27年 10月31日（土）講習日 福岡市立花畑中学校場　所

1年生を対象に、身近で働く人々の話を実際に聞くことにより、働くこ
との意義、仕事に対する考え方の理解を深めることを目的とした講
話。生徒達が希望した７業種の講師を派遣しました。
小さいころからの夢を追い続け、そのためには何をしたかを具体的に
話す講師や、「感謝」の気持ちを持ち、喜びを話せる仲間がいる事の
大切さを話す講師の話を生徒たちは真剣に聞いていました。

ふだん大きな声であいさつをしないのでいい経験になりました。みなさ

んが前で「はい」のかけ声をしている時すごくかっこいいと思いました。

ぼくは今まであいさつははずかしいものだと思っていました。でもみな

さんからあいさつの大切さを教えていただいたので、あらためてあいさ

つは大事だと思いました。

平成28年度 富士教育センター「経営者倫理セミナー」のご案内

経営者倫理セミナーは、倫理で最高の勉強会と思っています。前年度参加して倫理の学びの深さが変わりました。
親やご先祖に対することや、全てを受け入れる心構え、グループで同じ時間を過ごし共に学び共に自分の過去を振り返り想い
を共有しました。是非ご参加ください。

　今期の後継者倫理塾は純粋倫理の学びと実践に一層の重点を置
き、『万人幸福の栞』第 1条から第 17 条までを丹念に実践的に学んで
います。
　法人レクチャラーが当該条文に関わる倫理体験を講義します。続い
て倫理研究所の研究員による栞の解説が講義されます。途中と最後の
グループディスカッションで互いの気づきをシェアリングし、最後に
自分自身の実践項目を書き出し宣言します。翌月には実践結果の発表
です。
　法人レクチャラーの皆さんにはご自分の話されたい条文を選んで応
募して頂きました。あまりに応募が多く、10名以上の法人レクチャラー
には第 4期生まで待って頂くことになりました。

　いずれも熱が入った素晴らしい講義で、感激に涙を流す

塾生の姿も見受けられたほどです。

後継者として『倫理経営』を目指す塾生の学びは深まって

います。

福岡県倫理法人会　研修委員長　髙城 和幸

後継者倫理塾　運営委員長　渡邊 靖久

～法人レクチャラーの熱意あふれる体験談～

福 岡 県 後 継 者 倫 理 塾 第3期生

第1条:日々好日 第2条:苦難福門 第3条:運命自招 第4条:万象我師

大島 修治
法人レクチャラー

中村 義春
法人レクチャラー

嘉悦 涼子
法人レクチャラー

木下 孝憲
法人レクチャラー

11月末時点で栞の4条まで終えています

◎講師（所属）／久保井 伸治（直方準）
◎会社／（株）クボイ

マナー講習
◎講師（所属）／野中 眞治（北九州みやこ）
◎会社（業種）／（株）山崎工業（一般機械製造業）　　

社会人講話

豊前市立千束中学校2年生（男子生徒）

マナー講習

平成27年 11月18日（水）講習日 朝倉市立南陵中学校場　所

◎講師（所属）／大橋由美子（柳川・大川） ◎会社／（株）ウェルネスコーポレーション

3年生を対象に2時間のマナー講習。講師の大橋氏は昨年に引き続き学校からリクエストされた講師です。
生徒、先生がリラックスできる雰囲気を作られ、明るく楽しい中にも引き締まった講習になりました。

7Acts 唱和

法人レクチャラーの話を聞く塾生

平成28年日　時

募集人員

2月5日 金 日～2月7日
40名

お問合せ 福岡県倫理法人会 事務局
ＴＥＬ:092-481-1774

1社につき 20,000円補助、交通費は個人負担。
受講料 53,000円（倫理法人会会員企業）

《募集人員を上回った場合は、調整させて頂きます。》

生徒からの感想文（一部抜粋）




