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福岡県倫理法人会HPアドレス

★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。

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-10 -12 ハイラーク博多駅前904
TEL 092-481-1774 FAX 092-431-0922　E-mail : fukuokaken@rinri-fukuoka.jp
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スケジュール等詳しくは、福岡県倫理法人会の
ホームページに記載されております。不明な点
は各単会の事務局へお問い合わせください。 http://www.rinri-fukuoka.jp

全会場 朝6：00～7：00開催福岡県倫理法人会

経 営 者モーニングセミナー
会場一覧

福岡県倫理法人会
倫理ふくおか ［編集・制作］福岡県倫理法人会 広報委員会

北九州東 地区

福岡中央 地区 福岡筑紫 地区

行橋倫理法人会 火

水

木

金

土

土

火

水

木

金 金

金

会場／みやこホテルチャペル
住所／ 行橋市宮市町9-18
事務局電話／0930-26 -3086

豊前市倫理法人会
会場／豊前商工会議所　
住所／ 豊前市大字八屋 2013-2
事務局電話／0979 -82-0115

北九州みやこ倫理法人会
会場／Rホテル イン 北九州エアポート
住所／ 京都郡苅田町苅田 3787-61
事務局電話／093-953 -8788

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

伊都倫理法人会
会場／（株）環境技研 3F
住所／ 糸島市前原北1-6 -34
事務局電話／092-433-7200

天神倫理法人会
会場／西鉄イン福岡
住所／ 福岡市中央区天神1-16 -1
事務局電話／092-433-7200

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

福岡市城南倫理法人会
会場／アゴーラ福岡 山の上ホテル＆スパ
住所／ 福岡市中央区輝国1-1-33
事務局電話／092 -433-7200

福岡市南倫理法人会
会場／大橋シティボウル 3F
住所／ 福岡市南区塩原4 -13-23
事務局電話／092- 558-4145

福岡市早良倫理法人会
会場／ヒルトン福岡シーホーク3F 
住所／ 福岡市中央区地行浜2-2-3
事務局電話／092 -433-7200

火福岡市西倫理法人会
会場／ヒルトン福岡シーホーク3F 
住所／ 福岡市中央区地行浜2-2-3
事務局電話／092 -433-7200

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1-12 -1
事務局電話／093 -551-7639

北九州西 地区

飯塚倫理法人会 火

火

水

金

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

宗像 倫理法人会
会場／グローバルアリ－ナ
住所／ 宗像市吉留 46 -1
事務局電話／093 -701-7131

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

北九州市中央倫理法人会
会場／Act ive  Resor ts  福岡八幡
住所／ 北九州市八幡東区枝光1-1-1
事務局電話／093 -883-8381

筑紫野市倫理法人会 火

水

水

木

会場／株式会社写真のトクダ
住所／ 筑紫野市二日市北1- 3-3
事務局電話／092 -558 -2287

大野城市倫理法人会
会場／南福岡自動車学校２F第１教室
住所／  大野城市下大利3-2-20
事務局電話／092 -400-2022

那珂川市倫理法人会
会場／味のなかがわ
住所／ 那珂川市恵子1丁目21
事務局電話／092 -558-4145

つくし倫理法人会
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

春日市倫理法人会
会場／一品香 雑餉隈店
住所／ 福岡市博多区竹丘町2-3 -9
事務局電話／092 -558 -4145

太宰府市倫理法人会
会場／太宰府天満宮 余香殿
住所／ 太宰府市宰府 4 -7-1
事務局電話／092 -558 -2287

土

福岡北東 地区

月

火

火

水

火

水

木

金

金

金

福岡市東倫理法人会
会場／WITH THE STYLE FUKUOKA（ウィズザスタイル福岡）
住所／ 福岡市博多区博多駅南1-9 -18
事務局電話／092-692-7335

福岡市倫理法人会
会場／ホテルクリオコート博多
住所／ 福岡市博多区博多駅中央街 5 -3
事務局電話／092 - 402-1955

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 -1
事務局電話／092-473 -3052

福岡市那の津倫理法人会
会場／福岡サンパレス
住所／ 福岡市博多区築港本町2 -1
事務局電話／092 -692-7335

中洲川端 倫理法人会
会場／冷泉閣ホテル川端
住所／ 福岡市博多区上川端 8 -21
事務局電話／092 - 402-1675

久留米 地区

木

久留米市南倫理法人会
会場／魚新
住所／久留米市城島町城島496 -5
事務局電話／0942-40 -7250

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

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

水

県南 地区

木

柳川・大川倫理法人会
会場／料亭・旅館 三川屋
住所／ 大川市向島2222
事務局電話／0944 -77-6401

大牟田市倫理法人会
会場／ホテルニューガイア オームタガーデン
住所／ 大牟田市旭町3-3-3
事務局電話／0944 -57-2314

筑後 倫理法人会
会場／トラック協会 筑後支部
住所／ 筑後市長浜2327-1
事務局電話／0942-42-2815

あさくら倫理法人会
会場／ホテルグランスパ アベニュー 2F
住所／ 朝倉市甘木1677-2
事務局電話／0946 -24-6366

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 -406-5393

福岡県倫理法人会には35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。

10月13日より「みやこホテルチャペル」へ会場変更

開催曜日が変更に
なりました

会場が変更に
なりました

会場が変更に
なりました

会場と開催曜日が
変更になりました
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博多倫理法人会　白石 幸一さん撮影 〈星野村茶摘み〉
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富士研体験報告

【単会探訪 Vol. 8】

行橋倫理法人会

豊前市倫理法人会

北九州みやこ倫理法人会

小倉倫理法人会

コロナに負けるな!!

倫理ごはんのワ（輪）ッ♫
報告＆案内

文教委員会NEWS

次号 7月号の表紙写真を募集中です!
福岡県の事務局までメールでお送りください。　締切／5月31日



富士研体験報告
　経営者倫理セミナーとは？

　「富士研」とは「富士高原研修所」を略した名称で静岡
県御殿場市の富士山の麓、豊かな自然の中に建つ倫理研究
所の教育施設のことで、「富士研に行く」とはそこで行わ
れる「経営者倫理セミナー」に参加することを意味してい
ます。
　「経営者倫理セミナー」では倫理法人会の中で主に会社
経営に携わる会員や法人会役員を対象に、講座・講習を通
じて純粋倫理への理解を深め「まごころ」という日本の精
神文化を経営に反映させるべく実践を磨く研修が2泊3日
の日程で行われます。
　「富士高原研修所」では全国から集まるこの研修の参加
者を一組120名に分け、各組ごとに11月中旬から翌4月上
旬までの間に研修が行われています。
　福岡県倫理法人会は毎年寒さが厳しい1月から2月にか
けて2組に分かれて参加しています。今回、福岡県からの
参加者は14名と例年の3分の1程度。全体でも70名前後と
いう新型コロナ対応型の研修となっていました。
　参加初日は総リーダーの選出、班作り、班リーダーの選
出が行われ、ここから2泊３日の研修が始まります。
　初めての参加者は通常コースでの参加となりますが、2
回目以降は滝行が行われるチャレンジコースへ参加できる
ようになります。

　昨年の富士研後、自分で決めた倫理実践を行っている
うちに徐々に周りの方々やお客様との間で不思議と面白
いこと（良いこと）が起きるようになってきました。
　私は「チャレンジコース」を受講させていただきま
した。愛和の禊（みそぎ）（※滝行）を体験する研修
です。参加するためには、事前準備として1か月以上前
から身体を慣らす必要があり、自宅で禊を行うように
しました。
　最初は、水が冷たくてどうしようもありませんでした
が2週間ほどでようやく水にも慣れて、富士研出発1週間
前頃には、1日に2回禊をするようになってました。禊の
際には、人々への誓いの言葉をとともに両親・祖先・家
族・周りの方々への感謝の気持ちを発します。
①（滝行よりも）事前準備の方が実は重要
②命の元である水には深く感謝する
③自分は自然の一部であるにすぎない
　富士研に参加された方で「行かなきゃよかった。」
という人は、聞いたことがありません。行かなければ
本当にその良さが理解できないと思いますし、又行っ
てもすぐには理解できないかもしれないとも思いま
す。ですが私自身は、必ず良い方向につながっていく
と確信できました。
　私は今後も引き続き、まわりの多くの人達に幸せを
感じていいただくべく倫理実践していきたいと思い
ます。

　今期より福岡市中央の会長を拝命し、単会の運営
や、コロナ禍で多大な影響を受けている会社の経営
で、気づきや学びを深めたいと思い積極的に参加しま
した。
　研修所に着き、まず圧倒されたのが目の前にそびえ
立つ富士山でした。富士山の麓での研修に胸が高ま
り、「参加するからには全力で無心で臨もう。」その
思いが通じたのか、集合リーダーを拝命することがで
きました。講義や実習では自分自身を内観して今のコ
ロナ禍での現状でやることが見えてきたり、親や家族
への感謝の気持ちを深めることができました。挨拶実
習では6名1チームでの挨拶が合わず何回チャレンジし
ても合格しませんでした。全チーム合格するまでやり
たいとの思いから、チームリーダーで話し合い再チャ
レンジをお願いして再度挨拶テストをしていただける
ことになりましたが、私たちのチームは中々合格せ
ず、必死に無心で合わせる思いで全力でおこないギリ
ギリで合格しました。合格していない最後のチームを
全員で必死に応援して何とか合格した時、メンバー67
名が一体となり喜び合いました。67人のメンバーと、
うまくやろうと考えると合わず、ただその場のことに
集中して無心で向き合うと、通じ合うことを体感しま
した。
　この実習で一体感を体感したことは、今後の単会の
運営と会社の経営に活かしていきたいと思います。

初めての富士研で
学んだこと

富士研体験発表
「愛和の禊」

福岡市中央倫理法人会

会長　縄田 正孝
なわた まさたか

　倫理法人会に入会してすぐ、夜のセミナーで富士で
の研修に参加された方の講演を聞かせていただいたと
きから、参加したいと考えていました。研修には家族
への感謝の気持と日常を離れて、素直な気持ちで学び
というものに触れたいという思いで参加をしました。
研修では班の仲間に恵まれ、多くの気づきを得まし
た。一つは「一体感」というキーワードでした。班で
の一体感、全体との一体感、単会での一体感、また全
国で学びを共にしている倫友としての一体感を思いま
した。これはすなわち経営者として職員や職場、事業
所での一体感を意識して運営に取り組めているのか、
また家族においても同様に父や母、妹夫婦を含めてお
互いが一体感を感じれるような関わりができていたの
かということを考えさせられました。例えば挨拶をす
るにおいても、互いが一体感を感じることができるよ
うな挨拶を心がけていきたいと思います。また、帰宅
時に靴を並べるといったことも、責め心が先に立って
の実践になっていたなぁとの気づきを得ました。
　次年度も実践を多くし、次回の富士での研修に臨み
たいと思います。

富士研で感じた「一体感」

福岡市南倫理法人会

青年委員　鈴木 康公
すずき やすきみ

福岡市城南倫理法人会

研修副委員長　福山 達也
たつやふくやま
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行橋倫理法人会

【豊前市倫理法人会】 【豊前市倫理法人会】 

清々しい朝　凛とした空気を味わってみませんか？清々しい朝 凛とした空気を味わ気を味わ気を味わ気を味わってってみませんせんか？清々しい朝　凛とした空気を味わってみませんか？

みやこホテル チャペル

行橋倫理法人会事務局

☎0930-26-3086
設立：2016年5月30日  会員数：110社（２０21年4月16日現在）
会場：みやこホテル チャペル（福岡県行橋市宮市町9-18）

「挨拶に心をこめる♡」行橋倫理法人会‼

経営者セミナー 朝礼研修

異業種交流会

総会では漢字1文字で1年を
振り返っています

有限会社みやこガス　代表取締役

モーニングセミナー委員長
酒屋あづま　代表

行橋倫理法人会の経営
者モーニングセミナーは
会長と心を合わせて、
参加者の皆様に喜んで
いただける経営者モー
ニングセミナーを行って
います。

03 04

屏　清 次
へい きよつぐ

行橋倫理法人会事務局

神聖なチャペルで
倫理の学びを！

Vol .8単 会 探 訪

【行橋倫理法人会】 【行橋倫理法人会】 

豊前市倫理法人会

丸山敏雄先生生誕の地で、倫理の学びを深めよう！

写真左より、岡村俊幸 事務長、栁井健吾 会長、藤岡仁 専任幹事

豊前商工会議所

豊前市倫理法人会事務局

☎0979-82-0115
設立：2004年4月24日  会員数：84社（２０21年4月16日現在）
会場：豊前商工会議所（豊前市八屋2013-2）

倫理は目で学ぶものでも耳で学
ぶものでもなく実践した経験の
中から学ぶものだと熱く伝えて
いける経営者モーニングセミ
ナーを目指しています！また、
丸山先生生誕の地でもあり、希
望（1か月前）があれば経営者
モーニングセミナー後に生家等
を案内しています。

栁井屋　代表
倫理運動創始者である丸
山敏雄の生家がある豊前
市倫理法人会です。若い
栁井会長のもと互いに研
鑽し企業の健全な繁栄の
実現に向け、日々邁進し
ております。

有限会社岡村理容美容館　代表取締役

丸山敏雄先生生家

モーニングセミナー
委員長

豊前市議会議員

静と動、笑顔と緊張の
あるメリハリある経営
者モーニングセミナー
を開催しています。

為 藤 直 美
ためとう なおみ

栁 井 健 吾  会 長
やない けんご

倫理は年数ではないと言
いますが栁井会長は倫理
歴は短いですが、学ぶ姿
勢やいつも笑顔をたやさ
ず素直に実践する所に感
心しています。

「総会＆大懇親会」「経営者セミナー」
「異業種交流会」真面目に楽しく和や
かに実施しています。

特定非営利活動法人 展帆　理事長

藤 岡　仁  専任幹事
ふじおか ひとし

岡 村 俊 幸  事務長
おかむら としゆき

写真左より、武内亨 事務長、吉村郁子 会長、 定石光治 専任幹事

週に一度の経営者モーニ
ングセミナーに参加をし
て倫理を学ぶと心のメン
テナンスが出来ます。そ
して気持ちを切り替え、
行動すると幸せを引き寄
せることができます。
ぜひ体験してみてくださ
い。

株式会社原田百貨店
取締役

「仲間」を大切にし、お互
いを思いやる強い絆で結ば
れている行橋倫理法人会！
会員の皆様と、それを支え
て下さる事務局に感謝！

損保ジャパンパートナーズ

吉 村 郁 子  会 長
よしむら いくこ

吉村会長は、100年以上続く
老舗のお嬢様で地元では、
美人で有名ですが、容姿ばか
りでなく内面も素晴らしいで
す。会長3年目の本年度、福
岡県でトップで普及目標達成
をする等、仕事達成能力も際
立っていますが、倫理の実践
で、気配り、思いやり、優しさ
もパワーアップして最近ます
ます女力上げてます!!

未会員さんも気軽に参加できる異業
種交流会では、成功体験を話す講
師を招き経営の勉強にもなります。
良さを感じ入会に繋がっています。

リンパマッサージしゅしゅ

角 田 純 代  幹事
かどた すみよ

株式会社サダイシ　代表取締役

定 石 光 治  専任幹事
さだいし こうじ

武 内　亨  事務長
たけうち とおる

■ 行橋倫理法人会
■ 豊前市倫理法人会

永 末 彰 二  副会長
ながすえ しょうじ

たまに着物で
会長挨拶

入会式

豊前市倫理法人会事務局

ふるさと会員募集してます！

カフェでモーニングを頂きながら
シェア会を行い、講話内容への理解
を深めています。

モーニングセミナー委員長
豊前市議会議員

為 藤 直 美
ためとう なおみ

●醤油醸造元　　●和・洋酒販売店

栁　井　屋

代表　栁 井 健 吾
理事長　藤岡　仁

〒828-0002 福岡県豊前市大字松江1511 〒800-0361 
福岡県京都郡苅田町神田町1-22-7-104
TEL:093-482-2448　FAX:093-482-2449
Mail:fujioka@tenpan.or.jp

T E L  0 9 7 9 - 8 3 - 2 5 2 6
 0 9 7 9 - 8 3 - 2 7 2 5

FAX 0 9 7 9 - 8 3 - 1 3 1 2

特定非営利活動法人　展帆

就労支援センター

こころ



北九州みやこ倫理法人会

【小倉倫理法人会】 【小倉倫理法人会】 

清々しい朝　凛とした空気を味わってみませんか？清々しい朝 凛とした空気を味わ気を味わ気を味わ気を味わってってみませんせんか？清々しい朝　凛とした空気を味わってみませんか？

ブルーポートホテル苅田北九州空港

北九州みやこ倫理法人会事務局

☎093-953-8788
設立：2009年5月28日  会員数：109社（２０21年4月16日現在）
会場：ブルーポートホテル苅田北九州空港（京都郡苅田町苅田3787-61）

コロナ禍においても役員一丸となり何事も挑戦！

ナイトセミナーを開催

臨海商事有限会社　代表取締役

モーニングセミナー
委員長
株式会社ソニックジャパン

支店長

役員一同、笑顔を大切
に和やかな雰囲気作り
をしてます♫
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畑 中 康 伸
はたなか やすのぶ

Vol .8単 会 探 訪

【北九州みやこ倫理法人会】 【北九州みやこ倫理法人会】 

小倉倫理法人会

あなたとの出会いにワクワクがとまらない♡♡

写真左より、藤城孝雄 専任幹事、中野和美 会長、神田浩二 事務長

小倉リーセントホテル

小倉倫理法人会事務局

☎０９３-５５１-７６３９
設立：2012年4月20日  会員数：76社（２０21年4月16日現在）
会場：小倉リーセントホテル（福岡県北九州市小倉北区大門１-１-１７）

県下で数少ない土曜日開
催の経営者モーニングセ
ミナー。だからこそ県内外
から沢山の会員さんが参
加されて交流を図ってい
らっしゃいます。
現状はまだ厳しい状況で
すが、タイミングが合う時
に是非お越しください。

現、中野会長の3年目、コ
ロナ禍ではありますが第一
目標の80社から100社達成へ
一丸となって頑張ります。

株式会社 プリンテック山本
代表取締役

ボーリング大会

モーニングセミナー
委員長

梶原貿易株式会社
代表取締役社長

凛とした経営者モーニン
グセミナー、会長挨拶の
魔法の質問を参加者一
同楽しみにしています。

梶 原 隆 文
かじわら たかふみ

中 野 和 美  会 長
なかの かずみ

会長は情熱が有り、周りの
役員を取り込んでやり抜き
ます。80社目標も、まず会
長が動きそれに触発された
役員に火が付き80社目標を
達成する事が出来ました。

会員皆さんが「心から笑顔になれ
る会」を目指しており、より親交を
深めて頂きたく、ボーリング大会
や飲み会を開催しています。

朝食会の様子

朝食会の様子

株式会社インシュアランスバンク

鹿子木 美代子  普及拡大委員長
かこぎ みよこ

地区で有名な凛とした経営者
モーニングセミナーから緩急有
る和やかな朝食会です。

3月から朝食ができるようになり、
和気あいあいと会食を楽しんでます。

FUJIKIサポートコンサルティング　代表

藤 城 孝 雄  専任幹事
ふじき たかお

神 田 浩 二  事務長
かんだ こうじ

写真左より、山下博司 専任幹事、中嶋康雄 会長、 溝口喬大  事務長

北九州みやこの経営者モー
ニングセミナー会場は苅田北
九州空港ＩＣから１分でアク
セス良好♫ 毎週金曜日朝6
時からzoomの併用で開催し
てます。初参加大歓迎♪ 私
が真心と笑顔でご紹介しま
す！是非一度ご参加下さい。
役員一同お待ちしています♫

有限会社Ｋ.Dental　代表取締役素晴らしい事業体験を聞い
た後に、皆さんと一緒にホ
テルの美味しいカレーを食
べましょう。朝食会でお待
ちしております。

中 嶋 康 雄  会 長
なかしま　 やすお

中嶋会長は会長一年目にし
て、今期の普及目標を達
成！とにかく会長に会え
ば、その魅力がわかりま
す！是非一度、経営者モー
ニングセミナー会場へ足を
運んで下さい！

既存の固定概念にとわられず、新し
い事に挑戦中です！
これからの北九州みやこの快進撃
にご注目下さい！

北九州機器整備工事有限会社　取締役社長

山 下 博 司  専任幹事
やました ひろし

北九州機器整備工事有限会社　取締役社長

山 下 博 司  専任幹事
やました ひろし

株式会社日章　取締役

溝 口 喬 大  事務長
みぞぐち たかひろ

■ 北九州みやこ倫理法人会
■ 小倉倫理法人会

渡 邊　剛  副事務長
わたなべ たけし

丸浩　代表
谷 口 浩 太 郎  会員交流委員長
たにぐち こうたろう

株式会社ナカノテツ
取締役

FUJIKI
サポートコンサルティング

特定社会保険労務士
北九州商工会議所アドバイザー
ファイナンシャルプランナーAFP

藤 城 孝 雄

〒803-0817 北九州市小倉北区田町15-1-101
TEL（093）561-5824 FAX（093）561-5826
携帯 090-5721-5647
E-mail:taka-jun.f@nifty.com

FUJIKI TAKAO

北九州みやこ倫理法人会
おかげさまで

普及目標達成しました♫

小倉倫理法人会事務局０2 年 月16 現在）

一日の充実感は
経営者モーニングセミナーから！！

〒800-0323
福岡県京都郡苅田町与原20 6 4 -2  
TEL 0930-26-5110 FAX 0930-26-5130
Mobile 090-3737-5353
E-mail n-ikuta@yamazakimachinetec.jp
https://yamazakimachinetec.jp/

代表取締役

幾　田　誠　泰
President

Ikuta Nobuhiro



薫製をメインに提供している居酒屋です。毎日手作りしてい
る薫製は季節や材料によって薫す温度やチップを変える大将
こだわりの逸品です。六白黒豚と和牛のハンバーグやつくね
バーグ、ドレッシングに至るまで丹精込めて全て手作りして
います。この私の拘りをお客さんが喜んで食べてくださるの
が、とても嬉しいです。『勤労歓喜』   

自家製燻製チーズはお土産にも大人気です！

入口では名物マスコットのくん太郎が毎日燻製を作ってくれています。

福岡市中央区薬院2-3-3
藤和薬院コープ101号
☎ 092-731-3633

大将

所属 倫理歴福岡市東倫理法人会 3ヶ月

時間 17:30～24:00（LO.23:30）
定休日 日曜日

月

好きな言葉　第3条「運命自招」

江 頭 健 児（えがしらけんじ）さん

スミヤキエビス

福岡県筑後市西牟田4114-5
☎ ０９４２-５２-２６２１

所属 久留米市倫理法人会

時間 11:00～14:00
17:00～23:00（LO22:00)

定休日 火曜日（昼は日曜日、祝日、火曜日）火曜日（昼は日曜日、祝日、火曜日）火曜日（昼は日曜日、祝日、火曜日）

好きな言葉　第13条「本を忘れず、末を乱さず」

渡 部 明 人（わたなべあきと）さん

創業22年！昔ながらの居酒屋、
しょうき家です。薬院のKKRホ
テル近くで夫婦2人で営んでいま
す。以前倫理指導を受け、日々実
践中です…。夫婦2人で（良い意味で）戦っています。ほっこ
りアットホームな店なので、是非一度お腹を空かせておいで
ください。ワイワイガヤガヤ楽しみましょう！

テイクアウト大歓迎！ 

特製米粉のロールケーキ 

店舗内観

福岡市中央区薬院2-6-18
アンコールビル1F
☎ 092-724-8658

所属 福岡市中央倫理法人会

時間 月、水～土曜日 17:00～翌1:00（LO1:00)　
日曜日、祝日 17:00～24:00（LO24:00) 

定休日 火曜日（祝日は除く）

好きな言葉　第5条　「夫婦対鏡」

末 田 正 人（すえだまさと）さん

しょうき家

代表
取締役

ホテル最上階、福岡の景色を一望出来る全席窓側のフレンチ
レストランです。
5つ星ホテルで腕を振るった総料理長による美味しいお料理
を、カジュアルなランチから大切な方との特別なディナーま
で、ご予算に応じてご用意。『躊躇せず、先手で明るくはっ
きりと』のご挨拶でお客様をおもてなし。
当社は5月に開館40周年を迎えます。これからも宜しくお願い
致します。

福岡市博多区築港本町2-1
福岡サンパレスホテル＆ホール10階
☎ 092-272-1489

所属 博多みなと倫理法人会

時間 11:30～14:30（LO14:00)　
17:00～21:00（LO20:30)

定休日 なし

好きな言葉　第8条「明朗愛和」

野 澤 光 太（のざわこうた）さん営業課 
課長

展望レストラン 
LAPUTA（ラピュタ）居酒屋 陣太鼓

代表

倫理歴 1年5ヶ月

倫理歴 11ヶ月 倫理歴 8年10ヶ月

ディナーメイン料理イメージ ランチ前菜イメージ デザートイメージ

牛テールカレー

筑後市で焼き鳥や豚足、ちゃんぽんなど種
類豊富なメニューがあり、家族連れでも楽
しめる居酒屋です。席は100席ほどあり、
スポーツ大会の打ち上げや、お子様の誕生
日会などでご利用できる個室も完備してお
ります。地元のお客さまに支えられて27年
目、2年前からランチ営業も始めました。
これからも本を忘れず、末を乱さずがんばります。

やきとり
コラーゲンちゃんぽん

マニアックホームセンターという名称で展開中 左:組子膳、右:家具膳
えつ会席

緊急事態宣言等で営業時間が変更になる場合がございます。ご来店の際はお店にお問い合わせください。

大将自家製の燻製盛合せ

火曜日（祝日は除く）

月

宴会場

【大野城市倫理法人会】 【柳川・大川倫理法人会】 
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新型コロナウイルスによる影響が広がる中、倫理の学びを胸に逆境に立ち向かい、倫理の実践を行う。
そんな“コロナに負けずに頑張る会員企業”をご紹介します。 人々の暮らしや経済も大きな打撃を受けている中で、
倫理を学んでいたからこそ前向きに頑張れたという“倫友”の声をお聞きください！

元気に頑張っている会員企業をご紹介！
こんな時こそ倫理実践！！

やってやれないことはない！やらずにできるわけがない。コロナ禍での落とし穴

料亭・旅館　三川屋
所属／柳川・大川倫理法人会 業種 飲食業・宿泊業

代表　６代目女将 大 和 寿 子 さん
やまと ひさこ

　我が社は1999年から、金物の通信販売事業を始めました。当
時としてはネット通販自体がまだ珍しいものでしたが、その後
順調に業績は推移しました。
　今回、コロナで打撃がある業種は多いのでしょうが、外出自
粛などが追い風になり、当社も含め通販業界は好調でした。
が、そんなおり、本年2月私が怪我で２か月の入院をすること
になったのです。当社は従業員もなく、私と妻の二人のみ。こ
の年度末の時期に休業するか、と悩みましたが、そこで妻が思
わぬ（失礼）大活躍をしてくれました。毎日100件以上の荷物
を一人で梱包、発送するという離れ業を毎日のようにこなし続
けたのです。おかげで休業することなく、2月3月は昨対比を大
きく上回りました。
　実は、かき入れ時に2か月売り上げがないことを一番心配し
ていたのは妻だったのかもしれません。今回の活躍には頭が下
がります。まさに、苦難福門であり、夫婦愛和の精神こそが良
い結果をもたらすんだなと心から感じた次第です。

株式会社 松本建築金物店
所属／福岡市早良倫理法人会 業種 建築部品卸

福岡市中央区舞鶴3-8-7 クレインビル101号
☎092-761-7161

福岡県大川市大字向島2222
☎0944-87-3155

代表取締役 松 本 剛 さん
まつもと つよし

倫理ごはんのワ（輪）ッ♫

【柳川・大川倫理法人会】 

　明治9年創業以来145年、筑後川の豊かな自然の四季折々の素
材を生かした郷土料理の店として歩んで参りました。初夏の風
物詩のえつ、秋には天然鰻や鯰料理。大小宴会場全て椅子対応
可能。御法事・講演会等に幅広くご利用いただけます。旅館は
長期滞在、スポーツ合宿等、豊かな夕食メニューとアットホー
ムな処が売りです。
　平成8年に、6代目と大きな負債を受け継ぎ苦労の連続でした
が、10年程前からようやく軌道に乗り始め、令和元年より屋上
ビアガーデンまでのエレベーター設置を計画しました。しか
し、新型コロナウイルスが発生し、感染防止対策を徹底して営
業致しておりますが、経営状態は悪化するばかり。それでも
「今がチャンス、諦めずに出来る事を考えよう。前に進み攻める
しかない！」と判断しました。倫理の実践、“苦難は幸福の門”、
喜んで立ち向かいます。己が一切である。努力が全てである。
やってやり抜く。万人幸福の栞を何度も読み返し、今何をすべ
きなのか自問自答しています。お陰様で2月末にエレベーター
を完成することが出来ました。145年に亘り三川屋を支えてい
ただいた皆様やすべての事に感謝しております。
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ご案内

第30回 福岡県倫理法人会 寺子屋倫理塾 ZOOM開催案内

ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内
令和3年度 活力朝礼発表会案内

RINRI FUKUOKA 交流cup のご案内案内

■ 講師
アトモスダイニング株式会社  
代表取締役社長CEO
山口　洋氏
福岡市早良倫理法人会 所属

【日　時】  5月27日（木） 集合 9：00　スタート 9：38
【場　所】  ザ・クラシックゴルフ倶楽部  若宮市倉久1-3 ☎0949-33-1111

お問い合わせ 福岡県倫理法人会 青年委員会
委員長 久米勝也　☎090-3986-4256

☎090-3733-3821大会運営実行委員長（松嵜）

【福岡市東倫理法人会】 【福岡市南倫理法人会】 

会員交流委員会では、今期目標4,000社達成を目指し、会員相互の結束と交流を目的に、
ゴルフコンペを開催いたします。倫理法人会の会員はもちろん、未会員のご参加も歓迎します。
是非多数のご参加をお願い致します

3,000円（コンペ参加費）14,010円（プレイ費）
募集人員70名ダブルぺリア方式プレイ終了後、受付にて賞品授与を行います
未会員が参加の場合は、会員（紹介者）の同伴をお願いします。
締切日／2021年5月17日（月）
ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。

松尾 耕一郎 さん
中洲川端倫理法人会 文教委員長

【職業】 企業のWEB集客、非対面システム構築

　訪問した学校　
　福岡市立筑紫丘中学校 社会人講話 
　■2021年2月4日

今回初めて講師としての参加になりましたが、まず迎
えて頂いた筑紫丘中学校の環境作りにとても感謝いた
しました。
なぜなら、話す側として一番辛いのは「聞きたくない
のに聞かされている人がいる」環境です。それが筑紫
丘中学校では、生徒さん自ら“複数の講師の中から
「自分はこの人の話を聞いてみたい！」と思う人の社
会人講話を聞きに来る”という環境を整えていただい
ていたということです。ですから生徒さん達は、初対
面の私の話にも関わらず、キラキラした瞳で最初から
前のめりで真剣に聞いてくださいました。
これが【オンラインプロデューサー】という、企業の
WEB集客と非対面型システム構築をするという特殊な
仕事をしている私にとって、講話をする上でどれだけ
救われたかわかりません。

また、素直五態［返事、笑顔、姿勢、挨拶、感謝］の
実践も積極的に受けて下さいました。
大きな張りのある声で、ハキハキ、キビキビと行動を
してくださいました。
正直、もっと「照れて真面目に取り組んでくれないか
もしれないな」という私の浅はかな邪推を簡単に覆し
てくださる出来栄えでした。
「毎日の自分が教えるほどに出来ているか」を改めて
考えさせて頂く時間にもなりました。
私も社会人のいち端くれとして、真剣に話を聞いてく
ださった生徒さんたちに恥じないよう、今後も返事、
笑顔、姿勢、挨拶、感謝の実践をしていこうと心に刻
む時間となりました。
この他に代えがたい貴重な経験を与えてくださった倫
理法人会また文教委員会に感謝します。

浅はかさな邪推を簡単に覆してくださる出来栄え

石田 栄次さん
松尾 耕一郎さん
藤川 誠一さん
吉村 隆一郎さん
旭 由美子さん

那珂川市倫理法人会

中洲川端倫理法人会

中洲川端倫理法人会

伊都倫理法人会

福岡市東倫理法人会

ありがとう
ございました

福岡市立筑紫丘中学校での社会人講話講師の皆さん。

【職業】 企業のWEB集客、非対面システム構築

初めて教壇に立った!  松尾さん社会人講話レポート

広告を募集
いたしております。

掲載料1枠：4,000円（税込）
※デザインをご依頼の場合は
　別途2,000円（税込）

1回（単発）または年間を通して（年6回）
のご掲載の２種で、どちらでも結構です。

年間でご掲載の場合は1号分をサービス
いたします。毎号 4,500部発行です。

広告のご依頼は

福岡県倫理法人会  事務局 092-481-1774

広報委員会まで

■北九州地区
■福岡地区
■県南地区
今回はコンクールではありません、活力朝礼の実演をしていただくという「発表会」です。
ぜひ見に来てくださいねー！

5月8日（土）
5月15日（土）
5月22日（土）

北九州倫理会館
ARKビル博多（2F）
福岡県トラック協会筑後支部

雨天
決行

全日15時～17時
（受付14時30分～）
ネット同時配信予定

テーマ「成功より成長！！」　コロナが教えてくれた原点回帰
【日　時】  5月28日（金） ■ ルーム開放17：30～　■ 講演18：00～20：20
■ 参加アプリ Zoom （アカウントをお持ちでない方は予め登録をお願いします。登録は無料です。）

お申し込みフォーム▶

■ 参加費／無料　
■ 定員／500 名


