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　研修委員会は、会員の純粋倫理の体得をお手伝いすべく

富士研（通称）の受講推進や現地（宿泊）セミナー・

純粋倫理学習会の運営を行っております。

（詳細は次頁以降をご覧ください。）

　これからも研修委

員会活動にご協力の

程、宜しくお願い致し

ます。

（研修委員会一同）

　研修委員会は、会員の純粋倫理の体得をお手伝いすべく

富士研（通称）の受講推進や現地（宿泊）セミナー・

純粋倫理学習会の運営を行っております。

（詳細は次頁以降をご覧ください。）

　これからも研修委

員会活動にご協力の

程、宜しくお願い致し

ます。

（研修委員会一同）

□ 自社の経営をもう一度
　 見直したいと考えたことがある
□ 何から取り組めばよいか悩んでいる
□ 自分自身を再度見つめなおす機会がほしい

経営者の意識改革が
会社・社員の成長につながります。

ここには、経営者の学びの
場がある

学ぼう

28年度研修委員会メンバー28年度研修委員会メンバー

研修委員会とは…



【現地セミナー】のお知らせ 【純粋倫理学習会Ⅱ】開催のお知らせ

ご 案 内
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富士教育センター「経営者倫理セミナー」　　紹介①

研修委員会特集

倫理研究所の富士教育センターでは、一年で最も寒い時期に行われるのが経営者を対象にしたセミナーです。
凛とした空気の中、自己を見つめなおす三日間です。何を学び実践するのか。その一端を紹介いたします。

　富士研は「自分を見つめ、お世話になった人に、
心から感謝できる場所」と聞き、昨年１１月に他界し
た父との再会を期待して参加しました。
　現地での班行動は、自分の個性（たち）を知る絶
好の機会となり、父について涙のスピーチをする
等、非常に熱く有意義な内容でした。
　腰椎骨折の後遺症で不安だった自照清坐は、むし
ろ清々しく幸せな気持ちで臨め、又、清掃活動は仲
間と協力し合う感謝と学びの時間となりました。
　今回、費やした金銭や時間の何倍もの価値があ
り、面白くて素晴らしいご縁や喜びに満ち、しかも
最も日本を象徴する富士山での受
講は、何物にも代え難い貴重な経験
でした。
　迷いや問題を抱えている方、是
非、体験をお勧め致します。

本年度 富士教育センター「経営者倫理セミナー」 参加者の声

福岡市城南倫理法人会　会長　松木 知代恵
（さくら労務サポート事務所）

富士教育センター「経営者倫理セミナー」紹介②

　昨年に続き２回目の参加になりました。私自身、今回は会社
や家庭で傾聴が全くできていませんので、再度決意して臨みま
した。
　セミナーでは貴重な学びと大きな達成感で終えることがで
き、清々しい気持ちになりました。皆様にはお世話になり、心か
ら感謝申し上げます。素直に自分に向かい合い、まごころから
大切なこと、感動の自分に出会えました。
同時に私自身の次なるステップが発見できました。倫理はどこ
まで行っても深く、感動も無尽蔵のような気がします。深化して
いる自分に出会ったとき、倫理をやっていて良かったと心から
思いました。
　富士研でのセミナーはモーニングセミナー
１年分くらいの濃い体験ができます。参加される方
は是非リーダーになられることをお薦めします。
また、できるだけ多く単会から参加すると結束が
固まると思います。「博多みなと」もやります。

博多みなと倫理法人会　幹事　宗　聡
（光陽無線株式会社）

〈スケジュール例〉
開講式・オリエンテーション
挨拶トレーニング
講座「自分を見つめる」
実習「愛和のみそぎ」
チームミーティング
入浴・22時消灯就寝

5時起床・清掃
モーニングフレッシュ
講座「苦難からの未来を拓け」
講座「倫理経営 ケース・スタディ」
講座「自照清挫」
講座「心の宝」
講座「いのちの遡源」
入浴・22時消灯就寝

5時起床
講座「灼熱希望」
清掃
実習「愛和のみそぎ」
自己総括と決意
チームミーティング
閉講式

セミナーに通底する基本動作

７ACT〈セブン・アクト〉
社会生活に必須の基本動作を、７つの項目に集
約した「セブン・アクト」。普段よりゆっくりと、
自分に言い聞かせるように読むうちに、その一
言一句が体に染み込んでいきます。

1. あいさつ が示す人柄、躊躇せず、先手で明るくハッキリと。
2. 返事は 好意のバロメーター、打てば響く「ハイ」の一言。
3. 気づいたことは 即行即止、間髪いれずに実行を。
4. 先手は 勝つ手 5分前、心を整え完全燃焼。
5. 背筋を 伸ばしてあごを引く、姿勢は気力の第一歩。
6. 友情は ルールを守る心から、連帯感を育てよう。
7. 物の 整理は心の整理、感謝を込めて後始末。

3日目2日目
1日目

先手で・心を込めて・美しく！

【挨拶トレーニング】

セミナーでは初対面の受講生が 5～８名が
チームを形成します。挨拶練習で互いの個
性を知り、呼吸を合わせて、短時間で成果を
上げていくチームワークを体験。

倫理経営の指針

【「日本創生」の心を学ぶ】
豊かな自然の中で育まれてきた日本人の
精神文化。自分中心のわがままを排し、無
私無欲の境地「まこと」「まごころ」の精神
を高めていこうとする「日本創生」の心を
学びます。

体の内なる声に耳を傾けて

【富士研の生活リズム】
5時前に起床、就床10時、夕食は5時半か
ら。一見「早い」ですが、むしろこれが自然に
沿った生活リズム。日の出日の入に合わせ
た生活こそ体が最もよく働くことを体感し
ます。早めの夕飯で、就寝中も胃腸が休ま
り、朝の目覚めが違います。

気づいた人が整える

【清掃・後始末・物の整理】
使った椅子、スリッパ、便座のふた、洗面台
の水しぶきなど、次に使う人がもっと気持
ちよく使えるよう、セミナー中は後始末を
徹底します。一つの物を大切に扱い、最もよ
く働くように整えることは、家族や職場で
の社員への思いにもつながるはずです。

深遠なる心の奥底へ

【自己を深く見つめる】

日常生活と離れた静寂の中、自分を支えて
くれた父母、先祖のお蔭を思い、大自然の
恩恵に生かされていることへの自覚を深
めます。

いのちのもとをつつしんでいただく

【食事のこころがまえ】

【愛和のみそぎ】【自照清座（じしょうせいざ）】

実習 富士の自然に抱かれて

心をこめて食前食後の挨拶をする。美しい
姿勢、正しい作法でいただく。よくかんで食
べる。食べ物の「いのち」をいただいて、自ら
の「いのち」を営んでいるのだという自覚を
深める三日間。

象徴庭園の最奥部に位置する
「朝光の滝」での滝行です。
身を切る冷水をただ「受け入れ
る」心境になれた時、心と体が
解放感に包まれます。

檜林に包まれ、富士山を仰ぎ見る庭園内に設置され
た「静坐場」で、自分の心と向き合い、ルーツに思いを
馳せていく時、まぶたの裏に浮かび上がるのは…。セ
ミナーのハイライトとなる実習です。「静坐場」に向かう
山道は、素足で歩きます。体の中に眠る自然性を蘇ら
せると共に、「足ツボ」効果で、夜は安眠間違いなし。

　現地セミナーとは、富士教育セン
ター「経営者倫理セミナー」同様、
経営者コース並びに幹部社員コー
スにわかれ、一般社団法人倫理研
究所より講師をお招きし意識改革と
気力の源泉を掘り起こすべく純粋倫
理を学び社会貢献と企業の発展に
役立つ人材育成の宿泊セミナーで
す。経営者の自己研鑽の場として、
会員企業の幹部社員教育の場とし
て毎年多くの方にご参加頂いており
ます。今年も沢山のお申込みをお待
ちしております！

平成28年6月7日（火）
【福岡地区】

平成28年6月23日（木）
【北九州地区】

平成28年7月20日（水）
【県南地区】平成28年5月21日(土)～22日(日)　

スコーレ若宮

昨年の研修風景

※案内はしばらくお待ちください。 ※案内はしばらくお待ちください。

日時

場所

昨年11～ 12月に純粋倫理学習会Ⅰが開催され、
今年6月～７月にⅡが始まります！

通称
富士研

11

11

22
33

11 33※ は詳細あり。～

3322

「純粋倫理学習会」は
1. あなたに「気づき」をあたえてくれます。
2.あなたが「幸せになれる生活の法則」を教えてくれます。
3.あなたが「学び続けることの楽しさ」がわかります。

自己を凝視し、
チームワークを体感する



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。
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　丸山敏秋理事長を講師に迎え役職者研修が開催されました。倫理法人会活動
を通して、どのようにして日本
をより良くし、どのようにして世
界文明の発展へ貢献していく
のか等、倫理法人会の特徴を
基に講話されました。しっかりと学んだ約 300 名の役員は、第２部の懇親
会で一つになり、今年度の拡充目標に向けて、有意義な研修となりました。

　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！

「岐路に立つ～いま、求められる経営者の気骨～」

（参加費 :2,000円）

※詳細は各単会にご確認ください。

福岡県倫理法人会　広報委員長　野口    英俊

平成28年度 のお知らせ倫理経営講演会
講演テーマ

賀春新 詞 交 歓 会
◎平成28年1月6日〈水〉
◎於：ホテル日航福岡

役職者研修報告

（株）紙資源
大津 正和氏

野中産業（株）
野中 真一郎氏

新春賀詞交歓会の様子

講話の様子

懇親会

3月 17日
（木） 18:30～20:30 筑後

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

中西 通夫
朝礼実演企業

（株）オートプロニーズちくご
研修会館船小屋
TAKEMATU

3月 7日
（月） 18:30～20:30 天神

倫理法人会

(一社）倫理研究所
法人局 参与
中西 浩

事業体験者
（株）井木組 代表取締役

井木 敏晴
タカクラホテル

福岡

3月 16日
（水） 18:30～20:40 福岡市東

倫理法人会

(一社）倫理研究所
法人局普及事業部　部長

和田 毅

事業体験者
（株）アコス 代表取締役会長

小倉 裕美
グランドハイアット

福岡

3月 18日
（金） 18:30～20:30 春日・なかがわ

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

蓮実 利勝

事業体験者
（株）加藤自動車相談所 代表取締役

加藤 健司
クローバープラザ
クローバーホール

3月 28日
（月） 18:30～20:20 飯塚

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

松尾 隆徳

事業体験者
おがたフードサービス㈲　代表取締役

緒方 一義
飯塚研究開発
センター

4月 20日
（水） 18:30～20:10 豊前市

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

田島 眞治
朝礼実演企業
豊前産業（株）

豊前市多目的
交流ホール

4月 27日
（水） 18:00～20:00 久留米市東

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

大熊 富夫
朝礼実演企業
未定

久留米
リサーチパーク

4月 12日
（火） 18:30～20:20 太宰府

倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
法務局 参事 法人アドバイザー

松岡 賢

事業体験者
（株）フジマ 代表取締役会長

藤麻 功 
プラム・カルコア

太宰府

4月 11日
（月） 18:30～20:40 福岡市

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

大西 国夫

事業体験者
イカリ消毒（株） 代表取締役会長

黒澤 眞次
アクロス福岡

4月 18日
（月） 18:30～20:30 博多みなと

倫理法人会

(一社 ) 倫理研究所
法人局 名誉研究員
宇都 進一郎

事業体験者
㈱大東 代表取締役社長 千葉県会長

浅野 洋一
西鉄イン福岡

4月 21日
（木） 19:00～21:00 北九州市洞海

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

前原 幸夫

事業体験者
（有）三和商事 代表取締役

仲村 靖

ホテル
クラウンパレス
北九州

4月 21日
（木） 18:30～20:30 北九州みやこ

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

花野井 勝浩

事業体験者
（有）シーアールシー 代表取締役

松本 一志
苅田町中央公民館
大ホール

3月 15日
（火） 18:30～20:15 柳川・大川

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

朝礼実演企業
（株）高田製材所

大川信用金庫本店
2F大会議室

博多倫理法人会 224社224社
達成 !

◆平成27年12月25日

◆平成27年10月22日／福岡中央地区／福岡市早良倫理法人会【165社】

福岡県 3番目 福岡北東地区 2番目

福岡市西倫理法人会 130社130社
達成 !

◆平成28年1月4日

福岡県 4番目 福岡中央地区 2番目

伊都倫理法人会 130社130社
達成 !

◆平成28年1月22日

福岡県

福岡県1番目達成

◆平成27年11月20日／福岡北東地区／福岡市多の津倫理法人会【138社】福岡県2番目達成

5番目 福岡中央地区 3番目

福岡市城南倫理法人会 155社155社
達成 !

◆平成28年1月25日

福岡県 6番目 福岡中央地区 4番目

年度目標達成単会の紹介年度目標達成単会の紹介

◆平成28年2月2日（火）◆於：ホテルニューオータニ博多
福岡県倫理法人会 役職者研修

　平成28年度の賀詞交歓会が、県定例役員会後
に開催されました。出席者は役員会出席者105名。
　後半には、「倫理17000」の更新授与が行われ
ました。

倫理17000とは？
倫理17000は、純粋倫理をベースに経営を行っている企業に対し、
「倫理経営を顕著に推進している企業」という証を認証するものです。 『万人幸福の栞』17カ条を表します。

３つの０は、
純粋倫理の基本理念である
「明朗・愛和・喜働」を
表します。000明

朗
愛
和

喜
働17

福岡県倫理法人会

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

平成28年度 4月 「倫理経営講演会」

平成28年度 3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



（中洲川端）

〒838-0068 福岡県朝倉市甘木1677番地 2

歯科技士募集

Kdental
有限会社

代表取締役　中嶋 康雄

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

（北九州みやこ）

有限会社 
アイリンクスジャパン
〒803-0826 北九州市小倉北区高峰町10-8

TEL 093-967-1543
FAX 093-967-1542

損保ジャパン日本興亜
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

第一生命　募集代理店

岸川 善治
代表取締役

Yoshiharu Kisikawa

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

（福岡市城南）

福岡市中央区黒門2-15ライフ大濠102

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

〒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

（筑紫） （福岡市南） （小倉） （あさくら）（あさくら）（北九州みやこ）

NISSHO

本 社
〒800-0315 福岡県京都郡刈田町港町18-6
TEL 093-434-1234　FAX 093-434-3727
E-mail t.mizoguchi@k-nissho.jp
支 店
〒803-0835 北九州市小倉北区井掘１丁目26-14
TEL 093-561-1731　FAX 093-561-1734
E-mail kokura@k-nissho.jp

　生産分野として、鉄工・建築・プラント・
土木分野の系列会社を設け、また、福祉
分野、太陽光の方も社会の為に協力・努力
したいと思っております。
 お客様に喜ばれる企業として、地域に貢献
し躍進してまいります。
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「人の喜び我が喜びに♪」

ピリカノンノ龍の舟

店主　
小川 祐合香

 自分の人生をふり返り、「人生は神の演劇、その主役は己自身である。」とつくづく感じます。何か事
が起きる度に「苦難は幸福の門」だと捉えることで、「この世に不幸はない。不幸だと思う自身の心が
あるだけだ」と気づくことができました。
　日々の暮らしの中で、つい「でも」とでてくる言葉を「はい」と意識
して替えるようにしています。
　今まで色々な方々に沢山教えていただいたことで、私の心はとて
も軽くなりました。今度は返謝の気持ちで「自分にできる事は何か」
を考えました。「蓬蒸し&リンパクリア」の施術をする際は、お客様
の心も楽になっていただけたらとの想いで接客をしています。
　今までは、私の方から「ありがとうございます」の日々でしたが、
最近は「小川さんありがとう」と言ってもらえることも多くなりまし
た。人様から「ありがとう」と言ってもらえることは、大変ありがたい
ことです。言ってもらえる、もらえないにとらわれることなく、日々を
大切に生きたいと思っています。

　仕事は二日市で印鑑や印刷物の製造販売をしています。
 倫理法人会に入会して約7年になります。現在次男は21歳になりますが、その次男が高校1年の
ころ、ある事で停学処分を受けました。その時私自身どう次男に接しようかと考え浮かんだのは、栞
の第6条｢子女名優｣の一文｢子供が手に負えぬ、悪くて困るとい
う時、その原因はことごとく両親にある｣。その第6条を何度も読み
返しました。
　そして次男には指一本触れず、やった事にも何も言いませんで
した。すると私の心が伝わったのかその後見事に立ち直りました。
この4月には大学4年生になり、教職課程にもチャレンジし、大学
ラグビーと文武両道で頑張っています。
　私が倫理を学んでいなければ、誤った接し方をして立ち直って
いなかったかも知れません。本当に｢倫理に感謝｣です。代表　

辻 洋幸

「倫理に感謝」

はんこはんず

想いを込めて施術中

夫婦愛和を実践中

北九州みやこ倫理法人会

太宰府倫理法人会

「倫理に感謝！」

クリックエンターテイメント（株）

代表取締役
澤田 聖士

　弊社はホームページ・アプリの制作とシステム構築を
法人企業に提案させて頂いております。
　倫理法人会に入会したのは昨年の1月、お陰様で今年
の1月には専任幹事を拝命致しました。
　以前は人前でお話しすることは苦手であがり症でした
がモーニングセミナーで多くの会員の前でスピーチさせ
て頂きました。また毎週、役員朝礼・モーニングセミナーで
連絡事項の役を頂き、今では明るく楽しく役をこなすことと
なりました。
　これも倫理で明朗・愛和・喜働の精神の学びと良き仲
間の皆様のお陰だと感謝しております。これからも倫理の
教えを実践しつつ一人でも多くの方々へこの素晴らしい
倫理を拡めていきます。

 私は４年前に妻と２人で久留米市の実家に戻り、私の両親と同居生活を始めました。新しい生活は全
くうまくいきませんでした。環境の激変と、同居の気遣いのストレスで、妻の機嫌と体調の悪い日が日に
日に増えていきました。１日中籠ってしまい、部屋から出て来れないという時も度々ありました。私はそ
んな妻に対して、「もっとしっかりしろよ。」と責めておりました。しかし、一向に状況は変わりません。そん
な時に私は倫理指導を頂きました。
 指導内容は、「奥様に対して一切不平不満を言わな
い事。思わない事。」でした。この倫理実践は頭で解っ
ていてもなかなかできませんでしたが、妻の良い所、
出来ている所だけを見るように心がけると、自然と感
謝の心が生まれ、少しずつ実践できようになりました。
　今では両親とも仲良くなり、家族の一員としてなじん
で生活ができるようになりました。その甲斐あって、１
年半前に待望の愛娘が誕生。家族全員で子育てを楽
しんでいます。

営業主任　
姉川 亮平

「夫婦愛和」

（有）あねがわＯＡシステム

2015年寺子屋倫理塾

愛娘をはさんで夫婦愛和

中洲川端倫理法人会

久留米市倫理法人会

シリーズ『人』 ～倫理を学んでこんなに変わった!～特集
Feature

会 員 ご 紹 介



株式会社 融広
代表取締役　岡本 融広

〒815-0081
福岡市南区那の川2丁目4-32

（福岡市南）

TEL 092-533-3550
FAX 092-533-3550

お弁当のご要望承ります

（太宰府）（福岡市中央）

　第2回「自分力UPセミナー」が1月21日（木）
に開催されました。今回のテーマは「能力と魅力
を発揮する」で、人の心をつかむ４大ポイントや
顧客満足の3大要素等について学びました。参
加人数は第1回の70名を上回る80名で、セミ
ナー終了後には「来て良かった」と多くの声を頂
きお誘いした女性委員には何よりの喜びでした。
ご出席頂きました皆様ありがとうございました。
第3回もぜひご参加ください！

　スピーチの勉強をするレクチャラー養成学習会は、聞くトレーニングが出来ます。
10分スピーチの原稿を準備し、４人グループになり、一人ずつ発表していただく実
習では、感じたことをスピーカーにフィードバックしていきます。

ハードラブもソフトラブも元は『愛』です。ディスカウントでなく愛をもってフィードバックしましょう！
講義の後は実習でしたので、会場全体が熱気にあふれ、話す→聞く→フィードバックの流れで、聞くトレーニングができました。
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Topics委 員 会 ト ピ ッ ク ス

【お問い合わせ先】福岡県倫理法人会事務局　TEL:092-481-1774

◆活力朝礼の様子をご覧いただけます !

県内レクチャラー養成委員会　副委員長　辻塚 さおり

日　時 平成28年3月26日（土）
時　間 13:30～15:30 受付13：00～

大野城まどかぴあ 多目的ホール
大野城市曙町2-3-1　TEL:092-586-4000

場　所

1人 500円受講料

15:30～16:30バザー開催

第2回を開催！

第12回 

平成28年7月9日 土 13時開演 福岡国際会議場 福岡市博多区石城町2-1

もっと輝く自分に会える【自分塾】

1/12(火)於：ＴＫＰガーデンシティ博多
『県内レクチャラー養成学習会第３講開催』

～明朗・愛和・喜働のために～

女性委員会 報告と案内

朝礼委員会 案内

県内レクチャラー養成委員会 報告

『自分力ＵＰセミナー』
第3回『自分力ＵＰセミナー』
「江戸しぐさ」講演会のご案内

Topics単 会 ト ピ ッ ク ス

天神倫理法人会　広報委員長　岡部 八郎

倫理法人会福岡市中央 倫理法人会福岡市西 倫理法人会天　神
倫理法人会福岡市早良 倫理法人会伊　都 倫理法人会福岡市城南福岡中央

地区

「めざそう、モーニングセミナー出席者数、6単会同時ベスト10入り！」
　1月 23日。6つの単会が所属する福岡中央地区の親睦懇親会が開かれ、90人集まりました。
　第一部は会歴の若い単会代表 6名が、仲間づくりの体験を発表。第二部では岡部利行 福岡中央地区長が「経営者モーニン
グセミナーの積み重ねがいちばん大切です。九州沖縄方面には115 の単会があ
ります。出席者数での、福岡中央地区 6単会同時ベスト10入りをめざしましょう。
ひとつになって次のステップへ。」と挨拶。

　乾杯のあとは、天神倫理法人会の岡部八
郎幹事のウクレレ演奏に合わせて、福岡市西
倫理法人会の鳥之海栄子 幹事が懐かしい
昭和歌謡を歌いあげ、会場は大盛り上がり。
6単会の皆さんの心が、ひとつにつながった
親睦懇親会でした。

北九州市洞海倫理法人会　会長　青木 靖長

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」の御礼

　1月8日（金）第700回記念モーニングセミナー
開催にあたり、新年早々ご多用のなか、多くの方々
にご出席を頂きまして心より感謝申し上げます。千葉
県倫理法人会相談役、寒竹郁夫氏を講師にお迎え
してのモーニングセミナーは参加者総数104名、前
日のナイトセミナーでは77名参加で内ビジターが
16名とお陰様で盛況のうちに開催する事が出来ま
した。
　これを契機に役員一同使命感を新たにし、一層
地域に根差した活動を通して純粋倫理の普及に努
めたいと思います。

①ハードラブ（叱る）  ②ソフトラブ（誉める） ③ディスカウント（無視）
フィードバック

【活力朝礼】導入の勧め
朝礼指導員が直接御社に伺い、無料で朝礼指導をいたします!

◎会社の業績が、伸びた! ◎社員のモチベーションが、上がった! ◎事故やクレームが、減った!

会員
限定!!

スマートフォン等で読み取って
動画をご覧いただけます。

【活力朝礼】を導入することによって企業が変わっていくことは、すでに多くの企業が体感しています。

【活力朝礼】とは、“職場の教養”を使った朝礼です。朝を活かす企業が勝つ !たった10分で組織が変わる!答えは【朝礼】にあり。

6つの単会がひとつの会場でなごやかに交流
鳥之海さんの声にうっとり

第700回記念経営者モーニングセミナーの様子

「元気の秘訣は朝にあり！」
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文教委員会報告

◎講師（所属）
　津隈 亜理紗（福岡市多の津）
◎会社（業種）
　（有）ビーコーポレーション（美容業）

◎講師（所属）
　大羽 淳一（福岡市）
◎会社（業種）
　（有）ビッグウィング（販売業）

◎講師（所属）
　福井 健人（久留米市東）
◎会社（業種）
　ケントペットクリニック（医療業）

◎講師（所属）
　本江 嘉将（福岡市南）
◎会社（業種）
　弁護士法人 本江法律事務所（弁護士）

◎講師（所属）
　平石 洋介（筑紫）
◎会社（業種）
　（有）平石土木（建設業）

1月16日から1月29日までに派遣依頼を受けました3校9名の講師の皆さんです。

社会人講話

平成28年 1月21日（木）講習日 福岡市立梅林中学校場　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事を目的とした講話。生徒達
が関心を持つ10種類の業種から5業種5名の講師を選びました。
美容業は、常に生徒とコミュニケーションをとり、女生徒で編みこみの実演をし、生徒達は熱心に観て、聞き入っていました。販売業では仕事の「成
功と失敗」を分かりやすく話したり、医療業では一日のスケジュールやビデオで診療風景を観覧し、生徒達は集中しやすかったようです。また、弁
護士業では職業として選んだ理由やバッチの意味等を説明し、弁護士の仕事を身近に感じられたようです。

◎講師（所属）
　植木 秀人（北九州市中央）
◎会社
　（有）三幸工業

◎講師（所属）
　藤井 淳一（小倉）
◎会社
　フォーユープラス（株）

◎講師（所属）
　川口 貴弘（北九州市洞海）
◎会社
　丸喜鋼業（株）

マナー講習

平成28年 1月16日（土）講習日 北九州市立大谷中学校場　所

3年生対象で、中学卒業前に基本的な挨拶と入試を意識した面接の
模擬実演をしました。
生徒達は真剣に聞き実演に臨んでいました。全体的におとなしく、
なかなか大きな声が出なかったようですが、面接の練習はとても良
い経験になったようです。

　1 月 9 日～ 11 日、倫理研究所 富士高原研修所で行われた後継者倫理
塾富士研セミナーに塾生 16 名スタッフ4 名で受講してきました。
　他県の方々とのチームでの行動で、緊張や戸惑いもあったようですが、
講義が進むにつれて、一体感が出てきて多くのことを学び、また、富士研な
らではの講義・実習を通して、両親・ご先祖様や大自然の恩恵に生かされ
てる自覚を深めることが出来た 3 日間だった様です。また、後継者としての
学びは深く、創業経営者の想いを正しく自覚することの大切さを学んだセミ
ナーでした。その夜は派遣元からの手紙を受け取り、涙を流しながら返事
を書いている塾生の姿がありました。
　運営スタッフにおいても、研修所の方々や他県の方々から学ぶことが多
い充実した 3 日間でした。
　今回一番強く感じたことは「真剣に取り組んだ時、しっかりと心で決め揺るぎない気持ちで突き進む。そうすることで自
信に満ち溢れた行動がとれる。人に感動を与え人の心を動かすことが出来る」こと。塾生の信念にもある〝やればできる″を、

塾生の頑張りにより感じることが出来ました。
　講義の中でも心技体が一つになった時大きな力になることを学びました。
〝なれあいではない優しさ、責め心のない厳しさ″で運営スタッフが関わることで、
塾生のモチベーションを上げ、練習を重ねることにより技を磨き、そして自信に満ち
溢れた姿になった時、私達スタッフは感動で涙が溢れる程でした。塾生も達成感
で涙を流し抱き合っている姿が印象的でした。
　今回素晴らしい体験をして戻ってきましたが、実践はこれからです。修了式に向け
た塾生の成長ぶりが楽しみです。そのためには、わたしたち運営スタッフの関わり
方が大切になってきます。今回の学びを活かし、塾生としっかり向き合っていきます。

青年委員会 「北九州市経営者セミナー」のご案内

「北九州が変える九州経済」

後継者倫理塾運営スタッフ　辻 美香

「後継者倫理塾富士研セミナーを受講」

福 岡 県 後 継 者 倫 理 塾

マナー講習

平成28年 1月29日（金）講習日 北九州市立特別学校　北九州中央高等学園場　所

◎講師（所属）／久保井 伸治（直方準） ◎会社／（株）クボイ　

1年生を対象に、社会人として必要な礼儀作法を学ぶ。職場の様々な対応の仕方を学習。
生徒達は素直に学び、先生方が積極的に協力していただいたお蔭で細かなところまで指導が出来ました。

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
継者の育成を目的としています。純粋倫理の学習と実践を通し、より良い生活習慣と豊かな人間性と真の
リーダーシップを備えた経営者の養成に力を注いでいます。

後継者倫理塾とは
人生の仲間との出会い、ともに学ぶ貴重な体験！

先生の話で印象に残ったのは、「無駄なことは何もなかった」と

いうところでした。私はこの言葉でいやなことでも一生懸命にが

んばろうと思いました。 福岡市立梅林中学校１年生（男子生徒）

一番心に残っているのは、三つの軸、「明朗」「愛和」「喜働」は、生

きていく上でもどの会社にも役に立つと思いました。私もこれか

らこの三つの軸だけでなく心のあり方を大事にし「自分は人に

喜ばれるために存在する」と、言うことを胸に生きていこうと思

います。 福岡市立梅林中学校１年生（男子生徒）

私は先生の話をきき、共感することがたくさんありました。私も

週末には親の飲食業を手伝っています。

接客は「笑顔」「あいさつ」が大切だと改めて思わされました。笑

顔は、相手までも笑顔にしてくれ、あいさつは相手の心まで気持

ちよくしてくれます。先生が言われた「三方良し！」の気持ちはと

ても分かります。お客様が喜んでもらうと自分まで嬉しく笑顔に

なってしまいます。 福岡市立梅林中学校１年生（女子生徒）

生徒からの感想文（一部抜粋）

会　場 北九州市 ウェルとばた 多目的ホール
北九州市戸畑区汐井町1番6号 ＴＥＬ：093-871-7200

日　時 平成28年3月11日 金
■ 18：30 受付　■ 19：00 開演　■ 21：00 終了

定　員 150名 ※席数に限りがあります。定員になり次第締め切らせて頂きます。

参加費 無　料

全員の集合写真

挨拶実習風景

★JR「戸畑駅」南口徒歩1分★都市高速利用「戸畑」ランプから約5分
★八幡方面「枝光」ランプから約10分
★駐車場120台／30分を超える場合30分毎に150円（2時間分駐車券補助有）

◆ 講師プロフィール【 職 業 】 福岡大学経済学部教授

【 略 歴 】

●福岡・九州が支店経済から抜け出し、更に成長するための政策を研
究中●TPPやアベノミクス等について講演多数。人口の大きな流れや
ITの大変革を踏まえたビジネス戦略についても定評がある。

●1960年2月生。福岡市南区在住。56歳●東京大学法学部卒業後、
農林水産省に入省。●1999年から佐賀市長二期（当時38歳で県庁所
在地最年少市長　税金300億円節約　市役所に日本で初めて活力朝
礼を導入）。●行政刷新会議の事業仕分け人。IT関係等のベンチャー
企業取締役も兼任

講師：福岡大学経済学部教授
　　　福岡市城南倫理法人会 監査

木下 敏之 氏

数字で分析する福岡経済
北九州の未来
地域が求める次世代のリーダー像
倫理経営のすすめ

※終了後、異業種交流の朝食会を開催しております。（朝食代600円）

翌朝は小倉倫理法人会の経営者モーニングセミナーで木下教授のスピーチが聴けます!!!
日時 3月12日（土）■6：00～ 会場 小倉リーセントホテル 北九州市小倉北区大門1-1-17



“倫理の心をもっとたくさんの人に届けたい”という
熱い思いを込めて、毎週月曜日にお届けします !
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福岡県倫理法人会へ

北九州市
■（株）マサケン

博多みなと
■（株）Ｆｌｅｕｒｉｒｅ
■林田俊貴税理士事務所

豊前市
■（株）プラスエム

北九州みやこ
■田川乃花 マム・ランド
■ピリカノンノ龍の舟
■（株）中西清美デザインオフィス
■日本生命保険（相）
■野上由美子

北九州市中央
■（有）クローバーカンパニー

直方（準）
■（一社）ひじり会
■エステ＆ヘアーサロン 微笑
■サンクスアイ（株）

福岡市多の津
■（株）マインド
■（株）ＳＨＩＮＳＥＩ
■（有）Ｂｒａｎｃｈｅｓ
■タマ・コーポレーション
■上野光典法律事務所
■（株）Ｉ・Ｐ
■（株）マックス
■（株）アルファテック
■（株）アサインメディア
■（株）マエダ
■オガワメタルワーク
■（株）阿部情報技術研究所
■石村工務店（株）
■アクタズ

中洲川端
■交和消防設備（株）

博　多
■（株）パーフェクトマニージ

福岡市中央
■（株）Ｃｏｎ・Ｆｏｏｄｓ
■（株）オフィスナチュラルズ
■彩夢
■福岡赤十字病院

久留米市
■マニュライフ生命保険（株）

福岡市西
■ジブラルタ生命保険（株）
■（株）冨岡設備工業
■（株）遊香
■（株）オスカージャパン業

福岡市早良
■フォーチュン カンパニー
■日本生命保険（相）
　福岡総合支社 西新営業所
■（株）Ｊ’ｓサポート

福岡市城南
■（株）さわだ
■吉村泰美社会保険労務士事務所
■ボディデザイン キューブキュアート
■大坪武

筑　紫
■（株）真木工業 松本組
■（株）ＧＯＯＤＤＥＳＩＧＮ

福岡市南
■（株）ＳＡＩコーポレーション
■（株）Ｔ－ＷＯＲＫＳ
■（株）東海日動パートナーズ九州

太宰府
■野村エコロジー
■（株）ＣＯＬＬＡＧＥ

伊　都
■（同）ゆめいろ舎
■Ｖｉｌｌａｇｅ Ｈａｉｒ

天　神
■（株）綾蔵
■ダイヤモンドセルフ博多

北九州みやこ
■ＮＰＯ法人 へいわのわ
■たけすえ社会保険労務士事務所

福岡市西
■（株）スペックス
■（有）アドック
■スナック胡蝶蘭
■西日本吟詠会
■コインランドリー ウェルカム
■（株）岩橋鋼建

北九州市洞海
■脊椎セラピーサロン ウキウキＲＥＢＯＲＮ

飯　塚
■（株）マネージメントバンク

博　多
■平山ガラス
■第一生命保険（株）
■ケンズメイト（株）
■マツモト技巧
■（有）トライメタル
■オフィス マリナ
■エムワン工業（株）
■リーフラス（株）
■（株）北松建設
■（株）テレバイス
■（株）ベストインシュアランス
■（有）技巧
■マニュライフ生命保険（株）
　天神営業所

福岡市中央
■Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｆｌｏｗ
■アレキサンダー英会話

中洲川端
■（株）ＧＯＬＡＺＯ
■（株）エム・アール・エフ

北九州市中央
■新星電機（株）
■（株）安田生花店

■（株）九州構造設計
■岡部建材工業（株）
■（有）エフエスケー 中洲つつじ庵
■（有）介正
■（株）アドバンス
■長瀬設備
■丸朝水産（株）
■アジアンブルー
■（株）山口油屋福太郎
■（有）グローバルデザイン
■Ｈｏｔ Ｋｉｎｄ

天　神
■オーリンマネジメント（株）
■メットライフ生命保険（株）
■今村住宅

伊　都
■（株）トータルサポートオーク
■（株）糸島フーズ
■元気くらぶ 伊都
■馬場建設（株）
■ＭＥＮ’Ｓ ＯＮＬＹ ＳＡＬＯＮ ＮＯ－ＤＯＨＡＩＲ
■福岡記念クリニック
■（有）長﨑屋

福岡市城南
■ミネルヴァ
■栄光０１福岡
■ハウス・エージェント（株）
■ＴＭＨ（同）
■スーパースカルプ発毛センタ－
　博多祇園駅前店
■福岡プロバスケットボールクラブ（株）
■ａｍｕｌｅｔｔｅ ｎａｉｌ

福岡市早良
■土地家屋調査士 渡邊義昭事務所
■ＹＳＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
■大志建設（株）

筑　紫
■千鶴美容室
■（有）内山工務店

太宰府
■（株）オンリー・ワン
■（株）ベビーフレンド

春日・なかがわ
■大和証券（株）
■第一生命保険（株）
■（株）イーアイエフ

筑　後
■山ノ井運送（有）
■（株）筑後自動車専門学院
■瀬戸博士税理士事務所
■ソニー生命保険（株）

久留米市
■（株）ヒサミツセンター
■助成金の窓口

福岡市南
■（有）吉弘工務店
■ｍａｎａｗａｂ塾
■ビートル引越センター

12月入会 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

w e l c o m e  t o  r i n r i

ようこそ！

1月入会 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

※2月入会の方々につきましては、引き続き次号に掲載予定です。

2016年3月号 平成28年2月24日発行●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。 ※1枠 :4,000 円（税込）

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。




