
http://www.rinri-fukuoka.jp  
E-mail:fukuokaken@rinri-fukuoka.jp

倫理ふくおか
福岡県倫理法人会

活力のある朝礼で知力・話力・実行力をアップ!!
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特集

【お問い合わせ先】

導入の勧め導入の勧め

福岡県倫理法人会事務局 TEL:092-481-1774

朝礼指導員が直接御社に伺い、

無料で朝礼指導いたします!
会員
限定



活力のある朝礼で知力・話力・実行力をアップ!!
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「朝礼」の意義

　福岡県倫理法人会では、会社が元気になる『活力朝礼』を提案しています。
組織の活力化は会社にとって重要な課題であり、この『活力朝礼』は社風や人
的資源をさらに向上させる大きな原動力となるものです。是非ご活用ください。

　「活力朝礼を自社に取り入れたい」、「活力朝礼を取り入れているけれ
ど、基本を見直したい」など会員企業の要望に応え、福岡県倫理法人会
では“朝礼指導員”が企業を訪問し、無料で朝礼指導を行っています。
　『活力朝礼』で企業経営の要ともいえる人材育成を図り、いきいきとし
た職場づくりをサポートします。

朝礼を毎日のスタートに取り入れる企業は、「仕事」に活かすことを意識しています。
朝礼を行うこと自体が主眼ではなく、日常業務に活かすために朝礼を実施しているのです。

『職場の教養』は個々人のレベルアップ実現に向けた強い味方です。

　『職場の教養』は、倫理研究所研究員がローテーションで執筆を担当し、各人の経験と感性に基づき幅広いテーマを
取り上げています。一日一話の読み切りで、その日の行動指針となる「今日の心がけ」を提供しています。当誌を活用する
ことで様々な事柄に有効です。

朝礼に欠かせない
「職場の教養」は
倫理研究所が発行
する書籍です。
会員企業には毎月
届きます。

朝礼を取り入れている会員企業の声

◆福岡国際会議場駐車場（収容台数／243台）:30分100円

電車でお越しの場合

バスでお越しの場合

◎地下鉄「呉服町駅」より徒歩12分　◎地下鉄「中洲川端駅」より徒歩15分

※イベントにより、ご利用できない場合もございます。近隣に有料駐車場もありますが、できるだけ公共機関をご利用ください。

無料の駐車場はございません。

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

第12回 
「元気の秘訣は朝にあり！」

12:30　開場（受付開始）
13:00　開演・開会挨拶（主催者代表）
13:10　朝礼コンクール（エントリー企業による朝礼実演）
15:00　審査／来賓紹介・挨拶
15:20　審査結果の発表および表彰
15:50　閉会挨拶（朝礼委員長）
16:00　閉会 昨年の表彰式の様子

第12回 活力朝礼コンクール 式次第（予定）

　平成21年入会後、活力朝礼を知り、コンクールに出させて頂きました。何となくメリハ

リのない朝礼が、活気あふれるものになり何よりも社員一人ひとりが、笑顔に満ちた積極

人間になりました。その社員の姿を見るのが、私にとって朝一番の楽しみです。

人前で決して発表した事のないパートさんが当番とはいえ一所懸命考え、真っ赤な顔で

感想を述べられます。

　その後、皆さんの賛同ですっきりとした表情になれます。

活力朝礼なしでは、１日が始まりません。
江口製菓株式会社　代表取締役　江口 健治

会社を元気にする!

朝を活かす企業が勝つ!
たった10分の活力朝礼で企業が変わる!

『職場の教養』を活用すれば

人としての基本が身につく

　社会人としての「マナー」、職場人としての「仕事の心構
え」、そして人間としての「倫理・道徳」などが、朝一番という
心身のフレッシュな時間に身に沁み込んでいきます。併せて
「自分はどう生き、どう働くべきか」を考える知力が養成され
ます。

感想を述べることで、
スピーチに自信がつく

　輪読後にリーダーや当番が感想を述べます。自分の思い
や考えを自分の言葉で表現することは、プレゼンテーショ
ンや接客に向けた良質のトレーニングとなります。自分の言
葉に自信が持てるようになり、それは業務態度にも現われ
てきます。

人の感想を聴くことで、
多彩な考え方や物の見方を吸収できる

　同じものを見聞きした場合でも、自分と他人では感じ方
や受け取り方が異なる場合があります。
　感想発表者の「言葉」は、自身を振り返るきっかけとなり、
新鮮な気づきを得るチャンスです。

参加者全員が同一のテーマに接するため、
継続的な社員教育となる

　輪読から感想発表まで、毎日継続的に実習を行なう意義
は小さくありません。全員が同じ舞台に立ち、同じ文章に触
れることは、ミニセミナー的な教育効果があります。その日の
内容をもとに簡単なディスカッションにまで発展すれば、会
議やミーティング等の活性化に向けた波及が期待できます。

朝 礼 委 員 会 特 集

博多駅から出発
（博多口）

◎〈博多駅センタービル前 Eのりば 99 番〉　　　　【博多ふ頭行】〈国際センターサンパレス前〉下車 徒歩すぐ
約12分

◎〈博多駅センタービル前 Eのりば 88番〉　　　　【中央ふ頭行】〈国際会議場サンパレス前〉下車 徒歩すぐ
約12分

◎〈呉服町（都市高速･蔵本方面）88番〉　　　　　  【中央ふ頭行】〈国際会議場サンパレス前〉下車 徒歩すぐ呉服町から出発
約7分

◎〈ソラリアステージ前 2Aのりば 80 番〉　　　　 【中央ふ頭行】〈国際会議場サンパレス前〉下車 徒歩すぐ天神から出発
約9分

「活力朝礼無しでは１日が始まりません」筑後倫理法人会

　活力朝礼を取り入れて７年、各現場の社員が一同に会し行っています。現場が遠方の

場合は各現場単位で実施しています。朝礼を始める前に先ずラジオ体操で体を活性化さ

せ、朝礼に入る準備をします。一同が整列して職場の教養に掲載された手順に沿って行

い「会社の基本方針」と「４つの誓い」を唱和して終了。この取組みにより、社員の一人一

人が積極的になってきて、「職場の教養」の感想を述べる場でも、全員に聞く様にしてお

り、それぞれが自分の意見を素直に語り、各人の個性が窺えて社員の成長ぶりを頼もしく思います。

　当社では工業高校の実習生を毎年４名受け入れています。活力朝礼にも積極的に加わり、彼らが活材となり、この中から

大工志望者も出ています。これに伴い会社の業績も徐々に上がり、活力朝礼導入のお陰と感謝しております。一層活力朝礼に

磨きをかけ、更に会社の発展成長を目指して参ります。感謝 株式会社松木工務店　代表取締役　松木 信昭

「活力朝礼で会社が進化する」北九州市洞海倫理法人会



よい家づくりを通してお客様の
資産づくりのお手伝いを致します。

代表取締役会長  松木 信昭 
〒807-0846
北九州市八幡西区里中１-８-１２
ＴＥＬ：093-612-0648
ＦＡＸ：093-612-5414

（北九州市洞海） （北九州市洞海）

北九州トーヨー
株式会社
代表取締役会長

本社　北九州市八幡西区則松5丁目12番33号

E-mai l :k tc-nor i@crocus.ocn.ne. jp

電話
FAX
携帯電話

（093）代表693-8800番
（093）693-8899番
090-4353-7991番

大坪　法泰

有限会社 めぐみ住宅
Megumi Jyutaku Co., Ltd.

〒800-0355
福岡県京都府苅田町大字南原 1676-4

TEL 093-434-1155
FAX 093-434-4457

代表取締役

杉 坂  正 徳

（北九州みやこ）
一級建築士事務所

サラサホーム京築

ニューライフ・ニューポリシー

本社
〒824-0037 行橋市矢留619-1
TEL 0930-22-1376

フリーダイヤル い   え   は サダ イ    シ

0120-180-314
E-mail : sadaishi@cello.ocn.ne.jp

株式会社

（北九州みやこ）

北九州みやこ倫理法人会　広報委員長　永末 彰二

翌朝６時から、同講師による「第１回
経営者モーニングセミナー」を
同ホテルチャペルにて開催いたし
ます。是非ご参加ください。
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　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！

（講演会参加費 :2,000円）

※詳細は各単会にご確認ください。

平成28年度 のお知らせ倫理経営講演会

「岐路に立つ～いま、求められる経営者の気骨～」講演テーマ

5月 17日
（火） 18:30～20:30 おんが・宗像

倫理法人会

(一社）倫理研究所
参与
中西 浩

朝礼実演企業
（有）味嘉

グローバル
アリーナ

5月 16日
（月） 18:30～20:30 あさくら

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

石川 元章

事業体験者
（株）やまと 代表取締役

髙橋 啓一
ニュー松屋

5月 18日
（水） 18:00～19:50 大牟田市

倫理法人会

(一社）倫理研究所
参与

田中 範孝

事業体験者
びんご自然栽培研究会 会長

小林 景
ホテルニューガイア
オームタガーデン

5月 23日
（月） 18:30～20:40 久留米市南

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
松熊工業（株） 代表取締役

松熊 秀樹

三潴校区
コミュニティー
センター

5月 24日
（火） 19:00～21:00 北九州市

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）創研 代表取締役
寺﨑 晃嘉

小倉リーセント
ホテル

5月 27日
（金） 18:30～20:30 福岡市早良

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

小山 秀一

事業体験者
おがたフードサービス（有）

代表取締役
緒方 一義

天神テルラ
7Fホール

久留米市倫理法人会
125社125社
達成 !

◆平成28年2月19日
福岡県 7番目
県南地区 1番目

◆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

◆平成27年12月25日／福岡北東地区／博多倫理法人会【224社】福岡県3番目達成

◆平成28年  1月  4日／福岡中央地区／福岡市西倫理法人会【130社】福岡県4番目達成

◆平成28年  1月22日／福岡中央地区／伊都倫理法人会【130社】福岡県5番目達成

◆平成28年  1月25日／福岡中央地区／福岡市城南倫理法人会【155社】福岡県6番目達成

年度目標達成単会の紹介年度目標達成単会の紹介
行橋倫理法人会設立に向けて

プレ経営者の集い＆モーニングセミナーを開催

設立への想い

行橋倫理法人会 設立記念式典のご案内

　3月14日・15日に長野正治法人スーパーバイザー、4月11日・12日に東
納英一理事をお迎えし、設立前の経営者の集い、経営者モーニングセミナー
を開催しました。長野正治法人スーパーバイザーはご自分の体験を通して、
「万人幸福の栞」と倫理指導を受けられて実践したことのむすびつきを話さ
れました。東納英一理事は「純粋倫理」について、新会員や未会員さんにも非
常にわかりやすく話をされ、出席者が、頷きながら聞いたりメモを取ったりす
る姿が印象的でした。105社での設立に向けて、大きなステップとなりました。
　また、モーニングセミナーでは、木下孝憲モーニングセミナー委員長に厳
しいチェックをしていただき、役員候補者が失敗しながらも精一杯役割を担い
ました。設立後は、凛としたモーニングセミナーで皆様をお迎えしたいと考え
ています。

　昨年の春頃、風の噂で行橋に倫理法人会が設立すると耳にしましたことを記憶しています。
まさかモーニングセミナーにも久しく参加していない私が、設立実行委員長になるとは夢にも思ってい
ませんでした。
　お役を受けると決めてから父が倒れたり、会社の問題が起きたりと色々な試練が来ました。この試練
は私の本気を試すもので、心を決め、決心ができていなかったのだと思います。今は普及への意欲が沸
き、毎日動いていますが、100社の壁は厚く考え込んでしまうことも有ります。先ずは動く、目の前の一歩
一歩を着実に動くだけ。信成万事、やるのみです。

【お問い合わせは】行橋倫理法人会設立準備室〈山崎マシンテック（株）内〉 ◎担当／佐賀 TEL：0930-26-5110

行橋倫理法人会設立実行委員長　定石 光治

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 5月 「倫理経営講演会」

会　場 京都(みやこ)ホテル 行橋市宮市町9-18 TEL:0930-23-1800
※交通アクセス…ＪＲ日豊本線行橋駅より徒歩で約７分

日　時 平成28年5月30日 月

■設立式典／18:00～18:30 ※受付開始／17:30
■記念講演／18:30～19:30

■祝賀パーティ／19:40～21:00

【演題】『経営者の三顔（さんがん）』
【講師】(一社)倫理研究所 法人局 普及事業部 部長 和田 毅氏

会　費 6,000円 京都ホテル本館とチャペル

長野正治法人スーパーバイザー
経営者の集い

東納英一理事
チャペルでのモーニングセミナー

定石光治実行委員長
モーニングセミナーでのあいさつ

東納英一理事
経営者の集い



一般社団法人 福岡市土木建設協力会

平石 洋介

〒812-0042 福岡市博多区豊1丁目 8番 13-602号
TEL:092-471-0685 FAX:092-210-4410

携帯 :080-1701-9416

有限会社 平石土木

（筑紫）

センチュリー21小笠原

宅地造成、
外構工事お任せください!

一、下請けに丸投げせず、自社で責任持って施工
致します。

一、工事完了後も感謝の気持ちでアフターフォロー
致します。

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） （あさくら）（あさくら）（太宰府）（太宰府）

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

（福岡市早良）

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

（天神）

グラフィックデザイン・印刷・企画・撮影

（柳川･大川）
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「倫理を学んで」

梶原貿易 株式会社

代表取締役社長　
梶原 隆文

　平成25年4月24日、サラリーマンの時に福岡市倫理法人会のモーニングセミナーに初参
加。自己紹介で、『経営者でないので、皆さんのように経営者になります』と発言し、1年後、妻の
病気看病をきっかけにサラリーマンを辞め会社設立の運びとなりました。不思議な気がします。
　入会した年、年末までの約8カ月で126回（大阪4回含む）のモーニングセミナーに参加させ
て頂きました。出張する時は、モーニングセミナーが開催されているホテルを選びます。1ヶ月15
回参加した計算になります。モーニングセミナーに参加して人
生の充実感を味わえるようになりました。倫理は実践しなけれ
ば意味がない！と言われます。
　今、私が必ず毎日実践している事をお伝えしたいと思いま
す。栞の第一条『今日は最良の一日、今は無二の好機』の実践
です。それは、笑顔の歯磨きです。毎月行っている事は墓参りで
す。名刺交換した方へのお礼のハガキ！800枚くらいを出して
います。

　以前は、お店が忙しかったりうまくいかないことがあると従業員にあたったりしていましたが、毎週
のMSで、先輩方の苦難を乗り越えてきた体験談を開き勇気をいただいています。
　そして「万人幸福の栞」に書かれている事を心得て、どんなに苦しい時でも前向きに笑顔で仕事に
取り組んでいる結果、奇跡と言えるような事が
沢山起こっています。
　例えば、今年に入りすでに３件のテレビ取
材、４件の雑誌や新聞取材をいただきました。
　また倫理の教えに従い明るい職場作りを徹
底している結果、一度も人材募集にお金をか
けた事もありません。
　売上も好調です。これからも感謝の気持ちを
根底に持って万象我が師と受け止めて日々実
践していきます。

代表　
大野 まどか

「倫理を学んで、どう変わったか」

Ｊｕｎｇｌｅ Ｓｏｕｐ Ｃｕｒｒｙ

Ｊｕｎｇｌｅ Ｓｏｕｐ Ｃｕｒｒｙ店舗

モーニングセミナーでの朝の挨拶役

小倉倫理法人会

筑後倫理法人会

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

　当社は、大正10年に創業し、今は総合印刷業と

して、企画・デザイン・撮影から印刷・製本まで社内

で一貫生産しています。

　当社が長く続いている理由の一つめは、高度成

長期に、新工場建設・機械設備の導入で大幅に受

注を伸ばし、会社の基盤を築くことが出来たことで

す。二つ目は、十分な機械設備を武器に官公庁の

印刷物や地元の基幹産業である家具メーカーのカタログ制作で大きく売上を伸ばしたことです。そして、三つ目は、その余力でカ

ラー印刷機をはじめハード・ソフト面でも積極的に投資でき、多種多様な仕事に対応出来る充分な生産体制があることだと考えて

います。最も大きな要因は毎日の朝礼で『職場の教養』を使い、社員を大切にする柔らかい社風により、殆ど退職する社員がい
ないこと等が結果的に長く続いている最大の理由ではないかと考えています。今後も社員を大事にしていきます。

株式会社 プリンティングコガ

柳川･大川倫理法人会創立:1921年1月95年
企業
95年
企業

 当社は、これまでLPガスを中心に簡易ガス及びガス機器、住宅機器の供給・販売・設備工事ま

で一貫したシステムのもので、個人様はもとより公共企業体まで広くご利用いただいております。

　祖父の「地域密着でお客様のためにの精神」、２代目の父（現会長）の「お客様の安全と安心

を第一にの精神」を大切にしてまいりました。そして現在は、プロパンガスに関連する部分にも

目を向け、不動産・リフォームという事業を起こすことにより、プロパンガスの拡大をできたこと

によるものが大きいと感じております。そして、「攻める部分」と保安を大切にした「守る部分」を

確立できました。その中で、創業から今日までで「お客様を含め、パートナーすべての方が幸せ

になれるようにと」利他の精神で常に仕事に当たれていることが当社が長く続いている理由で

はないかと思っております。『職場の教養』が社内コニュニケーションを含め、全社員のスキル
アップにもつながっていると考えております。今後も朝礼での『職場の教養』を活用し、いい場作りをして、さらに働きやすい会社を目
指して、次世代につながるエネルギー企業として、お客様・全社員・パートナーの皆様と一緒に邁進していきたいと思います。

株式会社 柴田産業

老舗企業の紹介老舗企業の紹介
～企業が長く続く理由～

創業50年半世紀を越える会員様をご紹介します。

59年
企業
59年
企業

代表取締役 古賀 豊美

代表取締役 柴田 靖典

福岡市城南倫理法人会創立:1957年4月

●広告のご依頼 /1 回だけのご掲載、または年間を通して（年 6回）のご掲載、どちらでも結構です。　※1枠 :4,000 円（税込） 毎号約4,500部発行。広告のご依頼は県事務局まで。

現在の印刷機

Axion 吉塚Premium
新築工事

昔の活版印刷機活版印刷の頃は文字を探して
組み込み原稿作成

屋形原事務所にて
（左）父、（中）祖父



　第３回は講演会「江戸しぐさ」で3月 26日に開催しました。お陰様で94
名 (うち未会員 10 名 ) のご参加を頂き、無事盛会裏に終える事が出来ま
した。ありがとうございました。
　江戸しぐさは“日本の誇り！おもてなしの心！”で、江戸商人のリーダー達が
築いた実践哲学と行動を講師の浜田安代先生よりこと細かく話して頂きま
した。　特に笠森お仙(江戸時代の水茶屋の看板娘で明和三美人の一人)
はおもてなしの達人と言われ、店に客が押し寄せてきた話は興味深かった
です。今回は桜の開花に合わせ、女性委員7名が和装でお迎えし、会場に
も花を添え一層華やかな講演会になりました。

08 RINRI FUKUOKA 09RINRI FUKUOKA

Topics委 員 会 ト ピ ッ ク ス

第3回を開催！もっと輝く自分に会える【自分塾】

『レクチャラー養成学習会』受講者の声

～明朗・愛和・喜働のために～

女性委員会 報告

研修委員会 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』

Topics単 会 ト ピ ッ ク ス

福岡市南倫理法人会　広報委員長　熊井 啓人

倫理法人会福岡市南

交流が拡がる!深まる!「親睦委員会」を発足
　福岡市南倫理法人会では「絆の強い福岡市南」を
目指して、昨年9月より単会独自の「親睦委員会」を発
足しました。明朗快活な場所に人は集まる。積極的な交
流により人脈が広がる。楽しく学び、喜んで実践してこ
そ成果が生まれる。そんな想いから、親睦委員会主催
の各種レクリエーションを定期的に開催して、会員の
みならず会員の家族・従業員・未会員の方に参加頂い
ています。開催情報は福岡市南のFacebookページで
お知らせしています。みなさまぜひご参加頂き、楽しく学
び合いながら倫友の輪を拡げましょう！

　毎年たくさんの方にご参加いただいている大好評のセミナー
です。今年も本部より講師を招き、意識改革と気力の源泉を掘り
起こします。たくさんのお申込をお待ちしてます！

筑紫倫理法人会　女性委員長　和田 誠子

福岡県倫理法人会　研修副委員長　森 顕

『現地セミナー』開催のご案内
福岡市南Facebookページはコチラ→

http://www.facebook.com/FukuokaMinamiRinri福岡筑紫
地区

参加費 5,000円 /1 名 （ご所属の単会へお支払ください。）
参加対象 倫理法人会会員企業

場　所 スコーレ若宮 福岡県宮若市乙野644-2  TEL:0949-54-0001
◎若宮 ICから車で10分 ※JR赤間駅より送迎バスが出ます（要事前申込）

主催 :福岡県倫理法人会 研修委員会
【お問い合わせ】福岡県倫理法人会 事務局　TEL:092-481-1774

定　員 90名 （定員になり次第締め切ります。）

日　時 平成28年5月21日（土） ・22日（日）
■受付9:00 ■開講 9:30 ■閉講 12:00

　今回倫理法人会の退会を考えていましたが、もう一度ゼ
ロからスタートすべくレクチャラー養成学習会に参加しまし
た。レクチャー用の原稿を書くことで自分の心を改めて
見直すことができました。
　また、学びの機会は多くあるもの
の、なかなか実践できず結果につな
がっていないのは、 私が話を心から
聞いていないことに原因があると、
改めて気づかせて頂きました。

天神倫理法人会　事務長　石松 道右

　「レクチャラー養成学習会＝話す力を超えた聞く力
を養う」ことに強く合点がいきました！
原稿を用意しないで、その場の即興でスピーチをす
ることが自分の力を深めるのにマイ
ナスになったと思いました。
　ハードラブ、ソフトラブ、ディスカ
ウント、Ｉメッセージ、Ｙｏｕメッセージ
を意識して、日常に活かしていきた
いです。

小倉倫理法人会　専任幹事　藤井 淳一

倫理法人会小　倉北九州東
地区

第200回記念「80名経営者モーニングセミナー」

人を生かし物をいかして自然の力を借りると、思いがけない成果が出る。
倫理に沿った経営を実行すれば必ず変化する！是非ご参加ください！

平成28年5月21日（土） 朝6:00～7:00日　時

小倉リーセントホテル 北九州市小倉北区大門1-1-17場　所

一般社団法人倫理研究所 理事
株式会社東納本店　代表取締役　東納 英一氏

講　師

「心の経営”倫理経営”を学べば必ず変わる」テーマ

21世紀型企業経営とは…

参加者大募集 !

目標
が明確になります !

笑顔
になれます !

スッキリ
します !

現地セミナーとは？

新しい個性発顕 きっとできます !!

た ち はっ けん

朗らかに安らかに喜んで進んでご参加ください !

福岡市城南倫理法人会　広報委員長　坂口 輝敬

倫理法人会福岡市城南福岡中央
地区

「アゴーラ福岡山の上ホテル＆スパ 大濠花火大会鑑賞会」募集のお知らせ
　昨年に続き8月1日（月）に、大濠花火大会鑑賞会をモーニングセミナー
会場でもある、アゴーラ福岡山の上＆スパにて開催いたします。会員の皆様
とご家族、そしてご友人で美味しい食事と美しい花火を堪能しましょう。

※8月 1日の花火大会が雨天により中止、または順延の場合でも8月 1日の食事会は開催されます。参加費の返金はございません。
　お申し込みは福岡市城南倫理法人会事務局  近藤玲子までお願いします。　電話092-433-7200

平成28年8月1日（月）
【食事会】18:00 ～ 20:00　【花火観賞】20:00 ～ 21:30
【参加費】（前払いチケット制）
　　　　大人お一人様10,000円／お子様料金（小学生高学年～中高生）4,500円／（小学生低学年）2,500円
【定　員】120名〈先着順（定員に達した時点で受付終了）〉

日　時

質疑応答セミナーの様子

ウォーキングの様子（天拝山）

5月14日 飲まナイト「異業種交流会・親睦会」
5月15日 ウォーキング「博多お寺巡り」
5月24日 学ばナイト「開運文字・筆跡心理学」
7月26日 ゴルフコンペ「筑紫丘（予定）」
8月予定  コラボイベント（釣り+BBQ等 企画中）
※日程は変更になる場合があります。
　詳しくは上記Facebookページで適時ご確認ください

学ばナイトの様子（EQ魅力診断） バスツアーの様子（豊前・天和会館） ゴルフコンペの様子（筑紫丘）

昨年の花火大会の様子食事会風景
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文教委員会報告

飯塚市教育委員会より
「感謝状」をいただきました !

2月19日から3月2日までに派遣依頼を受けました2校2名の講師の方々です。

マナー講習

◎講師（所属）／鹿島 克介（直方（準））
◎会社／（株）カシマ製作所

◎講師（所属）／久保井 伸治（直方（準））
◎会社／（株）クボイ

社会人講話･マナー講習

中学１年生を対象とした社会人講話とマナー講習。
事業所訪問の前に、「社会が求める人材と資質につ
いての講話」と、「中学生として身につけておくべき
マナー講習」の２本立て。

卒業式のためのマナー講習で対象は5,6年生。６年生
は、卒業証書授与の際の挨拶、来賓への挨拶の習得
を目的とした講習。卒業式が近いため、体育館中の空
気がピンと張りつめるほど生徒達は真剣に聞いてい
ました。

　４月１４～15日の二日間、豊前市の天和会館
にて７回目の宿泊研修を実施しました。
　全国１都9県で後継者倫理塾が開塾しています
が、丸山敏雄先生の生誕地である天和で学ぶこと
ができるのは福岡県後継者倫理塾だけです。
　初日は派遣元と箕浦將昭塾長との意見交換会
後、講義を参観して頂きました。この日の講義は、
（一社）倫理研究所の中西浩参与による『丸山敏
雄の生涯』でした。生誕地である天和で聴く２時間
の講義は、聴講者の胸に響きました。

　
　修了式に向けて塾生はラストスパートに入っています。塾生が学んだ成果を
大勢の方に見て頂きたいと思います。ぜひご参加ください。

　平成 18 年度にスタートした文教委員会は、お

蔭様で 10 周年の節目を迎えました。この大切な

節目に飯塚市教育委員会より、感謝状を頂きまし

た。これも一から文教委員会を立ち上げて頂いた

長野正治現福岡県相談役、継続して来られた歴代

の委員長、委員会の皆さん、事務局、マナー講習

や社会人講話の講師や同行を快く引き受けてくだ

さった皆さん他、文教活動を応援して頂いた多く

の方々のご協力のお蔭です。本当に有難うござい

ます。

　そのなかでも、特に今回の感謝状は、直方の久保井伸治相談役をはじめ、北九州地区の委員の皆さんの地道な活動が

飯塚市から認められたものです。これからも全国唯一である文教委員会の活動を通して、地域社会に貢献し、倫理の素晴

らしさを多くの方々に伝えて、日本創生のお役に立つ委員会であり続けます。今後もご指導、ご鞭撻、宜しくお願い申し上げ

ます。

青年委員会 「寺子屋倫理塾」のご案内

後継者倫理塾　運営委員長　渡邊 靖久

福岡県倫理法人会　文教委員長　風 天空

◎15:00 ／研究発表　◎16:35 ／修了式

主催 :福岡県倫理法人会 青年委員会 第 26回 

※案内はあらためて配布します。

「第 3期後継者倫理塾」豊前市天和会館にて開催

福 岡 県 後 継 者 倫 理 塾

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！

平成28年 3月2日（水）講習日

飯塚市立鯰田小学校場　所

日　時 平成28年7月5日 火

【第 3 期後継者倫理塾修了式】

テーマ : 体験に勝る教養はナシ !

名刺交換のお時間を設けますので、ご自身の名刺をお持ちください。

会　場 八仙閣本店
福岡市博多区博多駅東2丁目7-27　TEL:092-411-8000

コラアゲンはいごうまん氏

日　時

講　師

平成28年5月25日 水
■受付／17:30～ ■講話／18:00～ ■懇親会／20:10～

定　員 150名 ※定員になり次第締切とさせて頂きます。

会　費 3,000円（講話・懇親会込み）

嘉麻市立稲築東中学校場　所

平成28年 2月19日（金）講習日

凛と引き締まった講義

スタッフと派遣元の皆さんとの懇談

沢
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4 月 5 日定例役員会にて感謝状授与開始前のなごやかな様子

【お問い合わせ先】福岡県倫理法人会事務局 福岡市博多区博多駅前2-10-12-904 TEL:092-481-1774 HP http://rinri-fukuoka.jp

ピン芸人 WAHAHA本舗株式会社 エンターテイメント部門 WAHAHA商店所属



“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 !

毎週 月曜日 11:27～ 好評放送中!
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福岡県倫理法人会へ
北九州市
■（有）ふじ不動産

北九州みやこ
■（株）ザザホラヤ
■（有）京都印刷
■（有）古畑製材所
■橋本電気
■（有）三成不動産販売

小　倉
■藤下電気商会
■山根総合法律事務所

北九州市洞海
■九州ケアクック（株）

飯　塚
■ミンクルプロダクツ（株）

直方（準）
■（有）嘉穂鈑金塗装・タイヤ

福岡市東
■Ｎ．Ｙ．Ｃ ＤＩＮＥＲ

福岡市多の津
■（株）グッドカンパニー

伊　都
■藤元電設
■ハタエ石油（株）
■カラーズ
■（株）朝日商会
■ジママ美容室
■（有）日髙ボーリング工業
■岩村建設
■井上商店
■中西矯正歯科
■ＫＳエンタープライズ
■（有）宮副商店
■エフ コンシェル（株）
■（株）中尾工業
■田中屋

福岡市城南
■ＴＲＥ（株）
■コルッソ
■（株）創永
■Ｓａｎｔ’ｅ ｃａｆｅ まる
■ライフスタイルカウンシル
■ポルテボヌール（株）
■（有）ハウスファクトリー
■（株）ゆうはな
■Ｔ＆Ｉコンサルティング
■ライフデザインコンサルタント
■（株）アールシステム
■（有）大協産業
■（有）カナンシステム
■（株）システムプラン
■荒木知子
■アイテックファースト
■（有）ＣＲＦ
■西部ガスエネルギー（株）

■悠悠ホーム（株）
筑　紫

福岡市南
■ＲＥＭＩＸ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧＳ（株）
■扇木材（株）

■（有）久野塗装
■ＡＮＤ ＦＬＯＷＥＲＳ．ｉｔａｉ
■ＨＯＴ ＬＩＥＮ

太宰府
■おそうじ本舗 筑紫野南店

春日・なかがわ
■筆のぼり ポップアイ

筑　後
■（株）福祉物語
■（株）西日本シティ銀行 瀬高支店

久留米市南
■江口よしあき事務所

柳川・大川
■酒膳 松乃
■（株）近藤商事

あさくら
■（株）アメニティー・ジョイ

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

ようこそ！
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※4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5月号 平成28年4月25日発行

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。

中洲川端
■（株）アキューキア

福岡市西
■コア・ライフプランニング（株）
■ブルーコンシャス・グラント（株）
■（株）西日本シティ銀行西新中央支店

天　神
■（株）オーネス
■（株）九州シグマ

福岡市早良
■福岡ビデオシステム（株）
■ワンレスト
■コンフォート（株）
■Ｈ＆Ｙｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（同）

福岡市中央
■ティグレ（株）
■ＱＵＬＯＫＡＮ
■Ｂ．Ｃ． Ｓｏｌｅｉｌ
■東京海上自動火災保険（株）
■（有）エリアワーク柏原
■鈴木 航介
■毎日新聞長住販売店
■六ちょう

北九州市
■梶本旅館
■まつのぶ商店
■（株）エム・アール・エフ
北九州みやこ
■工藤健次司法書士事務所
■永進電器（株）
■（特非）クリエイティブ・スローライフ
■大和ハウス工業（株）
■（有）豊津衛生
■つるたか整骨院
■（株）西村組
■ベビーホームＡＮＧＥＬ
■（株）フロックス
■青井管材（有）
■末森正浩司法書士事務所
■誠勇塾 井関道場
北九州市洞海
■中田住設
■田村土地家屋調査士事務所
■リンパリラクゼーション裕月
■オフィス 学人

中洲川端
■（株）スリーライフ

博多みなと
■（株）福岡パーティ企画

福岡市中央
■（有）日本建装
■メットライフ生命保険（株）

福岡市西
■（株）アクセスマーケティング
■（株）ブレインキューブ

天　神
■（株）エム・アール・エフ

伊　都
■理容 中島

福岡市早良
■（株）レオーネ・クオーリ
■環境ライフサービス
■伊佐ハウジング
■明治安田生命（相）福岡東営業所

■（株）ＧＩＮＺＯ
■福岡陸運（株）

福岡市南

■損保ジャパン日本興亜（株）
■Ｍａｎｎｙ’ｓ ２１
■（株）ライフゲート

福岡市城南

■宮原不動産（株）
■牧山司法書士事務所
■ピーターアーツスピリット実行委員会
■めがねカントリー

筑　紫

春日・なかがわ
■ＣＢサーキュレーション
■第一生命保険（株）福岡総合支社
　志免営業オフィス
■第一生命保険（株）福岡総合支社
　高宮営業オフィス
■第一生命保険（株）福岡総合支社
　春日市場開拓営業オフィス

久留米市
■（株）ジュピター
■アシストユアライフ（株）
■Ｄｉｎｉｎｇ ＫＡＴＳＵＲＡ
■（株）インターネットＴＯＱ
■ホームプランナーＴＭカンパニー
■フローリストはな森
■上野ペイント工業
■幸建設
■アシストユアライフ（株）久留米本社

筑　後
■（株）アールテック
■大和道路（株）
■麺屋 八感

大牟田
■西日本スチール工業

柳川・大川
■山栄産業（株）
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おんが・宗像
■ゆずりは整骨院
■北九食品加工（有）
■セブンイレブン福岡三苫５丁目店

直方（準）
■Ｍｏｉｓｔｅａｎｅ Ｌｕｃｅ 飯塚
■（有）インターナショナルサン
■福本工房

福岡市
■（株）キープラス

福岡市東
■（株）エクセレント

博　多
■税理士法人 近未来
■西日本ビバレッジ（株）
■（株）合人社計画研究所

福岡市多の津
■（株）Ｋ’Ｓプランニング


