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福岡市多の津倫理法人会 

会 長 王 愛 

「経営者モーニングセミナー」早朝６：００～７：００ ★ ナイトセミナー ★ 

テーマ「反始慎終」 
北九州市多の津倫理法人会 相談役 

中村商事 代表 中村 義春氏 

テーマ「この法則に気づくと人生は面白くなる」 

福岡市早良倫理法人会 幹事 

日本生命福岡総合支社西新営業所 靍田 恵子氏 

モーニングセミナー終了後は、朝食会を開催します。 

朝食会は学びを深め、情報交換、交流をはかる場所 

です。是非、ご参加ください（朝食代500円） 

「倫理学習会」inアールコラボ 

 19：00～20：00 勉強会 

 20：00～21：00 食事会 
「職場の教養」を使った勉強会です!! 

モーニングセミナー会場  福岡サンパレス 
住所：福岡市博多区築港本町2-1 ℡：０９２-272-１123 

福岡市多の津倫理法人会の皆様 

いつも、倫理活動にご協力いただき、心より感謝申し上げます。 

【会員スピーチ】 

テーマ「人は「人によって滅び」、 

   「人によって繁栄する」それが倫理での学び」 

福岡市多の津倫理法人会 青年委員長 田代 稔氏 

テーマ「倫理で自分を再起動」 

福岡市多の津倫理法人会 広報副委員長 稲田 夕佳氏 

講話「物差しを磨く」 
法人レクチャラー 福岡県：福岡中央地区 副地区長 

㈱マリンホテル 代表取締役 國府 昭一氏 

「倫理法人会を知る会」 

     inクリオコート博多 

 18：30～20：30 知る会 

 20：30～22：30 懇親会 

９月は倫理研究所の中西浩名誉研究員を講師に迎え、経営者１００名モーニングセミナーを開催しました。 

辻塚専任幹事を中心に幹事の皆さんが告知に動いてくださり、当日は１３１名もの皆さんにご参加いただくことが

できました。本当にありがとうございました！ 
  

その前日は倫理経営基礎講座という役員向けの勉強会があり、「決断と直感」というテーマで中西先生に講義をい

ただきました。直感を磨くには「朝起き」の実践が有効だそうです。 

倫理では「早起き」と「朝起き」を区別して使っていて、「早起き」は通常より早い時間に起きることですが、

「朝起き」は朝目が覚めたらサッと起きることを言います。 
  

私はこの朝起きがどうしても苦手で、目覚ましが鳴ってもスヌーズ機能を使って二度寝三度寝し、やっとこさ起き

る毎日が続いていました。 

「よし！この苦手な朝起き取り組んでみよう！」と心に決め、その日の夜は「明日はサッと起きれますように」と

枕にお願いして眠りにつきました。 

翌朝目覚ましが鳴りました。 

「起きなくては」という気持ちと「もう少し横になっていたい」という気持ちが 

ものすごく葛藤します。しかし前日勉強したばかりということもあって 

「起きなくては」の意識が勝り、いつもよりはサッと起きることができました。 
  

この実践を通じて感じたことは、倫理では決して無理難題な実践をしなさいとは言われません。 

例えば、「朝目が覚めたらサッと“後方宙返り４回ひねり”をやりなさい」と言われても、 

絶対無理です(笑) 

しかし、朝目が覚めたらサッと起きるという実践は、自分で「やる！」と決めさえすれば 

誰でも出来ることです。 

決めさえすれば出来ることなんですが、ついそこに出来ない理由をいくつも並べ立てて、 

やらないことを自分の中で正当化してしまいます。 

簡単だけど、難しいです。 

しかし難しいからこそ、そこにやる意味や価値があるのだと思います。 
  

私も今のところ朝起きの実践は何とか続いています。 

数ヶ月後に、この楽通信に「朝起きを実践したらこう変わりました！」と 

報告が出来るように、継続して実践していきたいと思います。 

 

◆10月3日（火）博多みなと倫理法人会 

山本 哲哉 幹事 スピーチ 
福岡サンパレス   

福岡市博多区築港本町2-1 

 

◆10月21日（土）春日なかがわ倫理法人会 

王 愛 県内レクチャラー 講話 
一品香雑餉隈店   

福岡市博多区竹丘町2-3-9 

 

◆10月27日（金）筑 後 倫 理 法 人 会 

王 愛 県内レクチャラー  講話 
研修会館船小屋ＴＡＫＥＭＡＴＵ  

筑後市北長田803 

10月「経営者モーニングセミナー」 

≪他単会スピーチ情報≫ 



福岡市多の津倫理法人会の山本哲哉と申します。 

この度、第500回経営者100名ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰの開催にあたりご出席下さいました皆様のお陰様で  

109社 131名の参加者と皆様のエネルギーで大盛況に至りました。 

また、中西浩名誉研究員のご講話の波動の凄さにサムライを感じました。 

他単会での告知では 皆様がとても暖かく迎えて下さり、応援のお言葉まで頂き 

素晴らしい沢山の感謝に出会いました。 

私は、この活動でご指導下さった辻塚さおり専任幹事より、多の津に尽くされる捨我を学びました。 

あの時のような皆様の喜びと笑顔でいっぱいの凛としたｴﾈﾙｷﾞｰ高まる“今日が最良のﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ”へと

多の津の歴史を学び、ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ委員長として、基本に忠実に役にチャレンジし励んで参ります。 

素晴らしい出会いをありがとうございます 

 

【倫理経営基礎講座】 

役職者を対象に開催され、 

役職者としての自覚を深めるとともに 

純粋倫理の理解と実践力の向上を図る 

講座です。 

（役職者候補も参加可能な講座です！） 

９月１２日（火） 
会場 アールコラボにて 

講師 中西 浩名誉研究員を 

お迎えして、受講者２９名が 

倫理経営基礎講座 テキスト 

「第１９講 決断と直感」を 

学びました。 

■倫理経営基礎講座で学んだこと■   

会長挨拶 

新会員へ入会セット贈呈 

朝の挨拶 

元気にお出迎え 

早朝から多くの 

経営者、社員様が 

参加されました 

■研修委員長より■ 

■モーニングセミナー委員長より■ 

 山本 哲哉 幹事 

占部 貴義幹事 

凛とした空気いっぱいです 

万人幸福の栞 輪読 

中西 浩名誉研究員 講 話 

５
分
間
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    １０９社 １３１名 のご参加 ありがとうございました！！ 
（福岡市多の津 会員 ３１社 ４９名 / 他単会 ６７社 ６９名 / ゲスト １１社 １３名） 

パワー全開でハイポーズ！ 

去る9月12日、 

今期第1回目の 

倫理経営基礎講座に、 

29名という多数の 

ご参加を頂きました！ 

誠にありがとうございました。 

  

倫理経営基礎講座は研修委員が担当

する研修です。 

  

今期より研修委員を拝命した私です

が、その自覚も足りないまま当日の

司会・進行の役をお受けしました。 

講師が中西名誉研究員という事もあ

り、私の知る限り最も多い受講者を

お迎え出来ました。 

役の大きさと責任の重さに対し、 

自覚が小さいままではありますが、 

"占部研修丸"は何とか出航いたしま

した。 

  

今後は「役を知る」実践の中で、 

自覚を深める所存です。 

どうか一つ長～い目で、 

ご指導の程お願い致します。 

 



  

　

 

  第3回のテーマは“ 「腰痛はマッサージしても変わらない」”という話です。   

  

 

 腰痛は腰に原因が無いと考えた方が良い。長時間立ち仕事の方に多い、販売員の方、美容師の方、調理師の方など...... 

 お尻の筋肉、特に大殿筋、中殿筋にほぼ硬血（コリ）がある方が多い。 

 まず、この硬血部分を除去しないといけない。血流が滞っている。 

 なぜこのお尻にこのような硬血ができるのかは、おそらく立ってる姿勢に原因がある。 

 膝裏をピーンと伸ばし、お尻に力が入っている。常に体の背面側の筋肉を使い前面側の筋肉を 使えていない。 

 体のバランスが崩れている。普段からお腹の下腹部意識して生活を送るようにすることで、 

 筋肉を使えるようになりやすくなる。お腹をへっこませて下腹部意識、下腹部に力を入れ呼吸は止めない。 

 最初はきついですが、まずは意識すること徐々に体が慣れてきます。 

                                             代  表 田代 稔 氏   http://早良区整体.com  

                                                          福岡市早良区野芥1-6-16   ☎092-874-0141     

         ＝次号も､“腰痛”に関するコラムを､掲載いたします｡お楽しみに！＝ 

腰 痛 コ ラ ム 

青年委員長 

田代 稔氏 

整体処 善 代 表 

青年副委員長 
藤田 洋介氏 

㈱フジボー 代表取締役 

広報委員長 
村山 陽子氏 
㈱デザインネットワークアソシエイツ  

代表取締役 

広報副委員長 
稲田 夕佳氏 
㈱shushubeauty 代表取締役 女性副委員長 

権藤 光枝氏 
㈱Branches 代表取締役 

古賀市で建設業をさせて頂いております。 

多の津倫理法人会には、2年前に北九州 

から移籍させて頂きました。 

倫理はまだまだ理解不足で未熟者ですが 

素直な気持ちで学び、素直に実践する事を

学ぶ力を身に着けていきたいです。 

皆さまどうぞ宜しくお願い致します。 

 

福岡市早良区野芥で整体院をしています。 

まだ、倫理と出会いまだ日が浅いですが、 

青年委員会の役を機にもっと倫理を深く勉強

して、色んな方に還元が出来れば幸いです。 

宜しくお願い致します。 

 

広報副委員長を拝命しました稲田夕佳と申します！ 

７月に入会させていただいたばかりでございますが 

倫理に出会えましたこと、 

そして何より福岡市多の津倫理法人会に出会え 

ましたことを、大変ありがたく感じております！ 

その福岡市多の津倫理法人会の【広報】という 

お役目をいただき、非常に緊張するとともに、 

非常にワクワクしております。 

何卒宜しくお願いいたします！！ 

 

                  福岡市内を中心に、保育事業と

訪問と訪問看護事業をさせていただいており

ます、権藤と申します。 

倫理は、右も左もわからない私ですが、少し

でも皆様のお役に立てるよう頑張りますので

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

                     北九州市を中心に包装資材の商品

と機械、卸販売、メンテ等をしております。 

王会長の紹介で入会させて頂きました。 

会社を継いで2年目ですが今年は色々と重なって

学びが多いです。今年は青年副委員長を拝命させ

て頂きました。しっかり学んで皆さんと一緒に頑

張りますのでよろしくお願いします。 

 


