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倫理ふくおか
福岡県倫理法人会

後継者倫理塾で一生の仲間をつくりませんか？
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創業者の精神を引き継ぎ

倫理経営を正しく理解・実践し

健全な企業経営を推進する

後継者の育成を図るとともに

倫理法人会活動を通して

人間力を培い、地域発展に寄与する人材を

養成することを目的としています。

後継者倫理塾とは…

後継者として大切なものとは

一生の仲間との出会い

後継者倫理塾特集
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　私が一期生募集を知り、息子に「後

に受講する気持ちがあるなら一期生

に価値がある」と勧めると息子は素

直に入塾を決意しました。受講期間中

に追突事故に遭い体調を壊し、途中

は欠席しましたが、塾生の仲間に恵ま

れ、励ましの言葉を頂き無事に修了する事ができまし

た。その息子も今年６月、後継者として目覚め代表取締

役社長に就任致しました。

　今後も後継者倫理塾で会得した事を活かし地域活性

化と自社発展の為に頑張ってくれると期待しています。

後継者倫理塾 第３期生 修了式を下記日程にて開催いたします。
皆様のご協力のもと、全ての講義を終え成果を発表いたします。
塾生達の成果をに触れ、激励して頂きたくご案内いたします。

後継者倫理塾 特集

修了生の体験談

入塾して変化した喜び

後継者倫理塾 第3期生 研究発表・修了式のご案内

後継者倫理塾 第4期生 募集しています

株式会社 クボイ  代表取締役会長 久保井伸治
直方（準）倫理法人会

後継者倫理塾の第4期生を募集中です。創業者の精神を引き継
ぎ、倫理経営を正しく理解・実践します。後継者を育てませんか？

対 象 者

期　　間

福岡県倫理法人会の会員企業に
所属する25歳～50歳の後継者

募集人員 20名

（一泊研修8回、二泊研修2回）

研修費用 1人20万円 食事 宿泊費・教材費・消費税込
※会場への交通費は自己負担

研修会場 KKRホテル博多／スコーレ若宮／
富士高原研修センター／天和会館（豊前市）

申込締切 平成28年8月10日（水）
※応募者多数の場合は調整させていただきます。

申込方法 指定の申込用紙に記入し
FAXでお申し込みください。

平成28年10月～平成29年7月

後継者として大切なものを学ぶ

お問合せ　福岡県倫理法人会事務局　TEL (092)481-1774　ＦＡＸ (092)431-0922

平成28年日時

研究発表・修了式　  16：00～18：30
塾生との激励懇親会 18：50～20：30

7月5日火

受付 15：20～

KKRホテル博多
福岡市中央区薬院4-21-1 
TEL 092-521-1361

場所

無料 ※激励懇親会出席は3,000円会費

お問合せ　福岡県倫理法人会事務局　TEL(092)481-1774　ＦＡＸ(092)431-0922

　息子は、まるで人生に意欲がなく、

仕事はお金を稼ぐ手段としてしか捉

えていない子でした。

　私が役を受けて、そっと差し出した

後継者倫理塾第二期生の申込用紙に

「行ってみようかな」の言葉。一番驚い

たのは私でした。

　それから入塾しての変わりようはどうでしょう。“俺が

俺が”の彼から、人への思いやり、人のお世話を買って出

る等、大きく変貌したのです。今では、会社の経理を中心

に、雑務も嫌がらずやってくれます。

（株）小笠原　取締役 小笠原涼子
筑紫倫理法人会

１期生 サンキューカレー 山中 海平
博多倫理法人会

　何が一番良かったかと言うと、同期生

と出会えた事です。この塾を受講した同

期生は後継者という立場にあって、同じ

ような悩みを抱えていました。それが塾

の仲間と会って話すことで自分だけが悩

んでいるのでは無いことに気付き、心が

変わっていきました。塾生同士で切磋琢磨し、支え合いなが

ら成長できる学びの場でした。

　塾生の信念『出来る出来る 必ず出来る 信じて進めば 想

いがかなう 自分がやらずに 誰がやる 希望の未来を 切り

拓こう 打つ手は無限に あるからだ』私自身、修了してから

もこの信念を毎日、己に言い聞かせ、社業に邁進しています。

2期生 野方菱光（株） 福田義学
福岡市西倫理法人会

　後継者倫理塾での10カ月間は、私

にとって後継者になる為に必要不可

欠な事を教えてもらいました。塾では、

経営戦略や“万人幸福の栞”の解説が

あり、倫理について深く学ぶことが出

来ました。

　私はそれまで「出来る」か「出来ない」かで物事を選ん

でいました。しかし、この塾では「やる」か「やらない」かで

物事を選んでいく事を教えてもらいました。そして一番の

近道は“実践”を行う事です。

　ぜひ、後継者倫理塾に入塾して、人生の仲間と出会い、

貴重な体験をしてください。

第4期生カリキュラム（全10回）
第1ステージ 自己を知る

第2ステージ 家庭・会社を知る

第3ステージ 恩の遡源（そげん）と自立

最終ステージ 塾生チーム研究発表・修了式

自分自身を顧みることで、問題意識の高揚を図り、自らを高めていく
ポイントを模索する。己を客観視することにより、人生を深く見つめ
ることに主眼を置く。

経営者である前に「社会人」として、「家庭人」としての資質を磨く。倫
理経営を実践する経営者としての器と人格の形成を目的とする。一貫
したブレない能力を身につける。

自ら決めたテーマを研究する。学びを深め、後継者としての自覚を確立する。

■コーチング・効果的な話し方
■後継者としての心構え
■自社のPR・プレゼン

■「万人幸福の栞」講義
■富士高原研修
　（全国の塾生が参加）

■経営理念とは
■経営計画書の作り方
■決算書（B/S、P/L）の見方

■財務諸表の見方
■「万人幸福の栞」講義

■「万人幸福の栞」講義
■研究企画書の作成

■チームでの研究
■決意表明の準備
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Topicsト ピ ッ ク ス
世 界 の 倫 友

　行橋倫理法人会設立式典が無事終了しました。ご来賓の皆様をはじめ、一般社団法人倫

理研究所 和田毅部長、福岡県倫理法人会 大江義夫会長、県役員の皆様、県内外の各単会

の皆様、行橋の会員の皆様による出席で、総勢190名以上になりました。

　予想をはるかに超え、倫友のパワーと温かさをひしひしと感じ感無量です。

　今となっては設立普及の苦労も大変意味のある大切なことだとわかり、感謝の気持ちで

いっぱいです。今後はこの感動を忘れずに、会員の皆様、そして地域に喜ばれる行橋倫理法

人会を目指して、精一杯頑張って参ります。本当にありがとうございました！！ 

行橋倫理法人会　会長 定石光治

　定例役員会後に達成表彰会が開催されました。大江会長の挨拶では、「予祝」の会を
行うことで今期の目標達成に対する決意を示され、併せて大江会長、中尾幹事長の次年
度も続投の発表は、会場内から盛大な拍手で迎えられました。また、5月末までに達成し
た6単会の会長による実践報告では、どの単会の会長からも「役員皆で拡充を楽しんで
活動したことが結果に繋がった」と報告されました。
当日は筑紫倫理法人会、筑後倫理法人会の達成発表もあり、引き続き4192社目指すこ
とを誓いあった会となりました。

福岡県倫理法人会 広報委員長  野口 英俊

倫理法人会行　橋
北九州東
地区 「5/30行橋設立式典報告」
■会場：京都ホテル ■設立日：平成28年5月30日（月）

於：ホテルオークラ福岡

　設立10周年を迎えた天神倫理法人会。6月6日夜、タカクラホテル福岡にて、記念式典と

祝賀パーティを開きました。

　1部は設立10周年記念式典のセレモニー。2部は（一社）倫理研究所・井上茂勝参与をお

招きしての記念講演。『つねに活路あり』というテーマで、すぐに実践できるような貴重なお話

をいただきました。3部の祝賀パーティでは、宗像のフラガール『ハナ・アロハ』が、お祝いの

華やかなハワイアンフラを披露。いつもはおとなしい天神倫理法人会の幹事もアロハシャツ

に着替え、汗をふきふき一生懸命におもてなしをしました。

　多彩なスペシャリストが集まっている天神倫理法人会が、さらに大輪のように大きくひとつ

につながった夜でした。

天神倫理法人会 広報委員長  岡部八郎

倫理法人会天　神
福岡中央
地区 「6/6天神10周年記念式典報告」

ネットワークネットワーク
バングラデシュへの寄贈

世界各地に広がる倫理活動

　この度、バングラデシュ・ダッカで開催された「第1回地球倫理講演会」並びに「第2
回バングラデシュ・日本友好倫理芸術祭」に福岡県の同志と共に参加させていただき
ました。そこで、地元ダッカの素晴らしい経営者の皆さんや倫理学習センターの学生達
が真剣に純粋倫理を学ぼうとする姿を拝見し、多くの感動をいただきました。遠く離れた
バングラデシュにも多くの倫友がおられると思うと、この上もない望外の喜びです。バン
グラデシュでも純粋倫理を世の中の常識にしようと強く感じました。今回一人でも多くの
方に純粋倫理を学んでいただけるよう「十七ヵ条のくらしみち」17,000冊を贈呈してま
いりました。そして、正しく実行、実践され、喜びと幸福を掴もうではありませんか。

地球
倫理6/13達成表彰会報告

倫理研究所 参事　法人アドバイザー　浅井 美行 氏

　民間の社会教育団体として、生涯学習活動を展開している倫理法人会は、世界各地でもさまざまな活動を行い、倫理の
輪を拡げています。ここでは、それらの活動トピックスを掲載した記事の一部をご紹介します。
●『南カリフオルニア地域には、倫理法人会の対象となる企業が約八千社あるといわれている。3月に開催された倫理法
人会開設の説明会には多くの経営者が集まり、今後の計画を話し合った。（中略）～倫理を学びながら自分を成長させ、
いろいろな事を芯から共有できる仲間を増やしたい」と熱い期待を寄せている。日本から遠く離れた米国で、懸命に経営
に携わっている人々に、倫理経営という確かな拠り所を伝えるべく、本
年、カリフォルニアでの倫理法人会活動が本格的に動き始める。』
●『～海外で初となる倫理法人会「亜細亜台湾企業倫理促進会」の設
立慶祝大会が開催された。～（中略）同会のヒロ大島初代理事長は挨
拶で、「倫理経営はこれまでの欧米系の経営の仕方とは異なり、倫理研
究所の“魂”を込めて行うものです。私たちの会は本日立ち上がりました
が、これからまっしぐらに走っていきます。どうか皆様のご支援、ご指導を
お願い致します。と抱負を語った。～』
●『～倫理研究所では、「地球倫理の森」を創ることに着手。1999年より
毎年沙漠緑化隊を編成･派遣し、中国内蒙古自治区に広がるクブチ沙
漠の恩格貝で植林活動を行い、32万本を超える森を創世しました。～』

表彰会の風景

達成した6単会の会長

▲第1回地球倫理講演会でのご挨拶 ▲17,000冊の「十七ヵ条のくらしみち」を贈呈 ▲子供たち一人ひとりに配布し、みんなで朗読

▲バングラデシュの
　「十七ヵ条のくらしみち」
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お知らせ

「明朗愛和で“今”を頑張っていこう」

インテリア MATSU

代表
松本 健

　初めて参加したモーニングセミナーにものすごく興味を持ち、「この出会いで自分自身が変われそ

う」と思い入会しました。

　それまでの私は自由に生きて来過ぎまして、幼馴染の妻との関係や子どもとの接し方に悩んだり、仕

事のやりくりに苦労をしていました。そこで、「家族とのスキンシップ」「墓参

り」「掃除と整理整頓」「全てにおいて怒りを持たない」の4つの実践を決め

て継続することにしました。

　そして今、あらためて家族が大好きになっています。本当に大事な存在だ

と感じることが日増しに強くなり、自分でも不思議な感覚です。喜怒哀楽を家

庭で自由に出せるようになりましたし、以前は「父親だからこうでないと！」と

か「仕事で舐められないように」とピリピリしていましたが、そんな観念を取

り払って「明朗愛和で“今”を頑張っていこう」と思えるようになりました。

松本健氏と家族

福岡市南倫理法人会

シリーズ 新入会員さんいらっしゃい!!新入会員さんいらっしゃい!!『人』 ～倫理を学んでこんなに変わった！～特集
Feature

会 員 ご 紹 介

「本を忘れず、末を乱さず」

美容室 Ｃｏ・Ｃｏ・Ｌｏ

代表　
山本 哲哉

　私は3年前、労使関係がうまくいかず未来にも期待がもてず、自分の居場所もわからなくなり
日々苦しんでいました。
　見ず知らずの私に、同業者でもあるにも関わらず、何時間もかけて心から親身になって「大丈
夫ですよ。ちゃんとなっていきますから！」と、希望を与えていた
だいた金川俊一相談役のご紹介で入会しました。
　私は、「どんなことをしてでもスタッフを幸せにする！」と決意
し、「倫理学習会」、ＭＳ後の朝食会での「感想発表」への参加。
今年の富士研に初参加と、早5か月が過ぎました。“求め動けば
自身に返る”この倫理の恵みは最高の希望に変わります。今は
自分の中に居座っている“わがま魔”という魔を学習会で学ん
だ“感謝力”で駆除しているところです。私は丸山敏雄先生の想
いを周りにしっかり伝えるため金川相談役からもしっかり学び
何事も命をかけて実践・行動します。 山本哲哉氏とスタッフ

福岡市多の津倫理法人会

「『実験』の実践」

近藤みなこスキルアップ・ラボ

主宰
近藤 みなこ

　初めまして。
17年務めたキャビンアテンダント（昔で言うスチュワーデス）の職を辞し、郷里福岡で接遇
マナーのセミナー主宰者として活動を始めたばかりの昨年8月、倫理に出会いました。
　大江会長に「倫理は頭で考えるものじゃないです
よ。あなたの身体で実験してみてください」とアドバ
イスを頂き、まずは早起きの実験からスタート。
　すぐに朝時間の大切さに気づきました。
　ふたつ目の実験は「捨我得全」。いろいろなこと
を捨てましたら（笑）、たくさんのご褒美が待ってい
ました！
　これからも実験を実践して自分自身を幸せにし
ていきます。

セミナー風景

福岡市中央倫理法人会

本間 晃平 （ ほんま こうへい ） さん
2016年1月入会

山根 康路 （ やまね こうじ ） さん
2016年2月入会

入会2年以内の会員さんをご紹介します

社名 ビートル引越センター　役職 代表　
会社創立 2013年10月　従業員数 3名　
業種 引越業　
所属単会 福岡市南倫理法人会

入会のきっかけ 
子どもの保育園で親父会という保護者の会
があり、その中で2名の方が倫理を勉強さ
れていたのがきっかけで入会しました。
実践していること 
家庭で「自分に原因があるな」と思うことを
実践しています。
一言 
今後はもっと倫理を勉強し、仕事や従業員に対しての課題を解決し
たいです。

社名 （公財）全日本空手道連盟誠勇塾井関道場
役職 代表　会社創立 2004年8月　
従業員数 指導員3名 （（公財）全日本空手道連盟
公認有段者）　業種 青少年育成指導
所属単会 北九州みやこ倫理法人会

入会のきっかけ 
母の友人から「とにかくいい人の集まりなの
で一度話だけでも聞いて！」と言われたので。
実践していること 
返事「ハイ」の実践・物事を先延ばしにしない。
一言 
倫理と出会い、たくさんの気付きを頂いています。まだまだ学ぶ事がた
くさんあり道の途中ですが、「純情直行」の精神で日々の生活の実践
を行っていきます。宜しくお願い致します。ありがとうございます。

社名 山根総合法律事務所　役職 所長　
会社創立 2016年1月　従業員数 1名　
業種 弁護士業　所属単会 小倉倫理法人会

入会のきっかけ 
ポストに投函されていた小倉倫理法人会の
案内をみたこと。
実践していること 
お墓参り、帰宅後の靴磨き、妻に感謝の気持
ちを伝えること。
一言 
みなさーん、こんにちは。小倉倫理法人会所属の山根康路と申しま
す。ご縁があって倫理経営を学ぶ機会をいただきました。早朝から多
種多様な経営者の方 と々の交流により、よい刺激と学びをいただい
ております。今後ともよろしくお願いいたします。

社名 株式会社 和泉美建　
役職 代表取締役　会社創立 2007年6月　
従業員数 4名　業種 建築塗装業　
所属単会 春日・なかがわ倫理法人会

入会のきっかけ 
嘉悦専任幹事にモーニングセミナーに誘わ
れて何度か参加したところ、何か新鮮で自分
に足りないものがここで勉強出来るのでは
ないかと思い入会させていただきました。
実践していること 
会社には1番に出社する！ 靴並べ！ 家では自分からあいさつ！
一言 
まだ入会したばかりで何がなんだかわかりませんので、先輩方の言われ
たことをただ素直に「ハイ」と実践！そんなこんなで日 す々ごしております。

平成28年7月2日（土）より春日・なかがわ倫理法人会
『経営者モーニングセミナー』会場＆時間が変更になります！

井関 勝利 （ いせき かつとし ） さん
2016年3月入会

竹原 正喜 （ たけはら まさき ） さん
2016年4月入会

場　所 一品香 雑餉隈店 福岡市博多区竹丘町2丁目3-9 AM6：00開始時　間

●お問い合わせ先：
春日・なかがわ倫理法人会事務局  TEL 092-558-4145  FAX 092-558-4146  E-mail k-n@rinri-fukuoka.jp
※一品香 雑餉隈店様への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

駐車場有り お隣のマックスバリュ有料駐車場もご利用いただけます（補助あります）。



TOTOリモデルクラブ
ダイキンエコプランナーズクラブ
SGウィズガスパートナー店
愛犬家住宅アドバイザー

ファインリフォーム
〒816-0812 春日市平田台2-81

tel:092-586-5960　fax:092-586-5961
http://www.finereform.jp

ファインリフォームは
心を込めた提案と安全施工で
お客様の理想をカタチにします。

人に優しい、環境に優しい、家計に優しい。

（筑紫）

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） （福岡市中央）

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
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　昨年11月に第１回目をスタートし、
今回はいよいよ5回目（最終）の開催に
なります。
　最終回の第５回目はこれまでの集大
成です。今まで参加していない方でもわ
かりやすい内容ですので、是非ご参加
ください！

Topics委 員 会 ト ピ ッ ク ス

自分力UPセミナーのご案内 ～明朗・愛和・喜働のために～
女性委員会 ご案内 

『第5回 もっと輝く自分に会える【自分塾】を開催』

　去る5月25日、八仙閣において第26回寺子屋倫理塾を開催しました。当日は目標動員数150名に対し
210名もの皆様にご参加いただき、大盛況のうちに幕を閉じました。ＷＡＨＡＨＡ本舗所属のピン芸人、コ
ラアゲンはいごうまん氏を講師に迎え、「体験に勝る教養はナシ」というテーマでご講演いただきました。
体験型漫談と称し、WAHAHA本舗社長・喰始(たべはじめ)氏、刺青彫り師・三代目彫よし氏、ミュージシャ
ン・矢沢永吉氏の3人の方 と々の出会いにより、素直に向き合うことで、より深くお互いが理解し会えること、
末長いお付き合いが出来ることが学ぶことができたエピソードを交え、面白おかしい話に会場は笑い一
色でした。
　恒例のテーブルディスカッションでは「あなたにとって笑いとは？」をテーマに熱い議論が交わされ、そ
の後の懇親会も笑いが絶えない最高の夜となりました。ご参加頂きました皆様には心から感謝いたしま
す。ありがとうございました。

第26回 寺子屋倫理塾を開催
青年委員会 報告

福岡県倫理法人会 青年委員長 松本 光稔

幹部社員コース参加
第一生命保険（株） 
嘉悦涼子　
春日・なかがわ
倫理法人会

幹部社員コース参加
（株）小笠原　
清田 牧子
筑紫倫理法人会

研修委員会 報告

受講者の声

■今回の「純粋倫理学習会」は、第11
　条についての深い講話があります！
■講師は法人局の荒木良仁九州・沖
　縄方面長に講話を頂き、質問の時間
　を設けておりますので、納得がいくま
　で深く学べます！
■体験発表は久留米市南倫理法人会
　森崎巨樹研修委員長です！

『平成28年度 純粋倫理学習会Ⅱ～倫理を深く学べるセミナー～』

毎年人気の純粋倫理学習会、定員はド～ン！と80名！ 未会員さんも多数参加されます！

研修委員会 ご案内

福岡県倫理法人会  研修委員長 髙城 和幸

1人1,000円

平成28年7月14日（木）開催日 13:30～15:30 受付は13：00から

大野城市総合福祉センター3F （筑紫MS会場） 大野城市曙町2-3-2場　所
福岡市南倫理法人会 会員 ゆなさ塾 （有）ゆなさプロデュース代表取締役 浜田 安代 氏講　師

受講料

「ストレスのない人間関係とコミュニケーション」
◎交流分析で自分と相手を理解する。 ◎聞く！伝える！表現する!

※前売りチケットをお持ちの方は無料です。当日ご持参ください。

100名募　集 ※お申し込みはＦＡＸにてお願いします。 締切り:7月7日（木）

無料駐車場有り まどかぴあ駐車場または大野城市役所駐車場へ

テーマ

※前売りチケットには「大野城まどかぴあ」と
　明記されていますが、変更になりました。

5月21日(土)～5月22日(日)　於：スコーレ若宮
『平成28年度 現地セミナー開催』

　参加者総数91名と近年では最高の人数で行われました。
　今年のテーマは「喜働」。私は今年で5年連続の参加。委員長挨拶の時に感じたのは過去と
は違う参加者の皆様のヤル気！
　今年から“挨拶チェック”を厳しくしたため、経営者コースは最終日の最後のチェックま
で合格するチームが出ない状態。結果は1つのチーム以外は合格出来ました。すると、その
不合格のチームから終了式の前にもう一度チェックをして下さいと懇願され再チェックを
行いました。結果は不合格。ところがチームの皆さんの表情は最後までやり遂げた達成感
で包まれていました。
　チェックしたのは研修委員で、不合格を出し続ける厳しさと、苦しんで合格が出たときの
皆さんの笑顔を見ることが出来、非常に多くの学びを得られました。
　夜は今年も飲酒OKという事で各部屋では懇親を深めることが出来ました。今年はキャ
ンセル待ちが出るほどの人気でしたので、来年は早めのお申し込みをお願いします。

　2日間の現地セミナー、本当にありが
とうございました。労働を２つの相に分
けて考える講義が、とても印象的でした。
①勤労（理屈無し喜んで働く）そして常
に喜んで働く喜働。
良い心の持ち方は良い環境を創る。そし
て良い人生を送れる。
②不純な労働。
心は表に見えないけれど、表情は人相
に、言葉は性格に、そして姿勢は生活態
度に現れる。
　改めて日々の心の持ち方を反省し、
常に明るくプラス思考で実践しようと思
いました。

　私は今回初めて参加しました。
　とても有意義で楽しい2日間を過ごせ
たと思います。グループ毎に分かれ「気
をつけ」「礼」「失礼します」を全員が揃う
までやり続けることで結果、連帯感が生
まれ、仲間意識が強くなりました。
　また、「恩の自覚が人生を左右する」と
いう講義を受け、このテーマに私は納得
しました。なぜなら、私は今まで感謝が足
りなかった人生だったのかもしれませ
ん。このように今回のセミナーで学んだ
事を、仕事や家庭でも実践していきたい
と思います。有難うございました。

未会員さん
大歓迎！

平成28年7月20日（水）開催日 18:30～21:00

ホテルニュープラザ久留米
久留米市六ツ角町16-1 ☎0942-38-6155場　所

一般社団法人 倫理研究所 
法人局普及事業部 次席 
九州沖縄方面 方面長

荒木 良仁

荒木 良仁 方面長

講　師

※お申し込みはＦＡＸにてお願いします。  
●お問い合わせ先：福岡県倫理法人会事務局 ☎092-481-1774

アクセス／西鉄久留米駅・ＪＲ久留米駅からタクシーで約7分



（柳川・大川）

代表取締役社長　川口  貴弘

「鉄」という資源を通して
人々の幸せに貢献したい

〒807-0811
北九州市八幡西区洞北町1-3
TEL 093-691-1300
FAX 093-603-6534
Mobile 090-9071-0576
http://www.maruki-k.co.jp
E-mail kawaguchi-takahiro@maruki-k.co.jp

（北九州市洞海）

総合旅行業務取扱管理者
水本　和也

〒800-0037
北九州市門司区原町別院 7-9 
TEL:093-381-5600
FAX:093-381-6525
携帯:090-1087-9706
E-mail:five.travel@poppy.ocn.ne.jp

JTB特定パートナー店
●海外・国内総合旅行●団体旅行
●グループ旅行●各種チケットの販売

〒800-0222

総 合 イン テリア

福岡県知事許可（般23）035844号

専務取締役  原 知弘

北九州市小倉南区中曽根１-８-54
ＴＥＬ：093-472-0178
ＦＡＸ：093-472-2448
携 帯 : 090-9580-6638

明成堂有限会社

（北九州みやこ） （北九州市）

●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。

（□□□）（□□□）（あさくら）（あさくら）（行橋）（行橋）

代表取締役
永 末 彰 二

・家庭用ＬＰガス
・住宅設備機器
・キッチン・バス、トイレ増改築工事
・太陽光発電、家庭電化製品

〒824-0005
行橋市中央一丁目2-12
TEL 0930-23-0566
E-mail miyako-gas@fuga.ocn.ne.jp

素敵な暮らしのお手伝い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  松木 祥也
〒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） （北九州みやこ）（北九州みやこ）

〒800-0301 福岡県京都郡苅田町松原町6番地12
TEL/FAX 093-434-0578 携帯 090-5027-7834

Mail QRcode

有限会社 エイチ・イー・アイ

苅 田 松 原 店セブン-イレブン

苅田北九州空港入口店セブン-イレブン

苅 田 駅 東 口 店セブン-イレブン

MAP QRcode
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◎講師（所属）／森 顕（福岡市中央）　
◎会社／（株）Ｃ.Ａ.Ｐ.Ａ
中学2年生を対象とした職場体験前の
マナー講習。各事業所に行く前に、
社会人として身につけておくべきマナー。

【マナー講習】

福岡市立三筑中学校場　所

平成28年5月7日（土）講習日

～生徒からの感想を抜粋～
今日のマナー講座は主にあいさつやお辞儀のことについてでした。いつも学校外や
学校内で自分からやっているけど大きな声やお辞儀はしていなかったし、相手に聞
こえればいいなくらいでした。でもこの講座の中にあった優しいきもちを込めてや、
あいさつの極意の明るく、いつでも、さっと、続けるなどのことを言われて改めてあい
さつの大切さがわかりました。それと、親や友達から名前を呼ばれたらいつもなに？
としか返事をしていなかったけど返事の「はい」は拝むの「拝」と気を配るの「配」とい
う２つの意味があるなんて初めて知りました。　　 　　福岡市立三筑中学校 2年生

文教委員会報告

「文教委員会の活動」をご紹介します　～10年間に247校の実績！～

　当社は、1963年北九州市が5市合併した年に現会長の父親が創業し、今年で54期目を
迎えます。鋼管を中心とした鉄鋼製品の販売・切断加工を主として手がけております。1996年
には、複雑な曲線や立体加工などにも対応できる3次元パイプ切断機（パイプコースター）を
九州で初めて導入し加工技術を磨いてきました。世界一の高さを誇る『東京スカイツリー』、
日韓ワールドカップの会場だった大分銀行ドームの屋根にも製品が使われています。鉄は
見えないところで市民生活を支えており、50年後も必ず必要とされる素材。「鉄の町」で50

年続けられたのは顧客のために変化をおそれずに社員と共に頑張ってきたこ
とであり、一番大切にしているのが『経営理念』です。
当社の『経営理念』は『誠実』をモットーとして鉄を通じて社業及び地域社会の発展に貢献
し、働き甲斐があり且つ豊かな生活の実現を目指す
　当社の社員は本当に『誠実』に仕事に取り組んでもらっています。自慢の社員と共に今年
は、活力朝礼コンクール決勝大会に出場します。全社一丸となって優勝を目指します！！！

丸喜鋼業株式会社

老舗企業の紹介老舗企業の紹介
～企業が長く続く理由～

創業半世紀を越える会員様をご紹介します。

54年
企業
54年
企業 代表取締役 川口 貴弘

北九州市洞海倫理法人会創立:1963年6月

有限会社 高田製材所
66年
企業
66年
企業

代表取締役 高田 豊彦

　高田製材所は祖父高田佐吉が昭和25年に創業しました。高度成長の波に乗り順調

に事業を拡大してきましたが、平成に入って低成長の波にのまれ業績は低迷しました。

平成20年取扱木材種類世界一を掲げて事業を再構築し、現在では国内外250種類の

木材を販売しています。常に新たな人財を育て、新たな仕事を創造し、新たな顧
客を開拓し続けることができるかどうかが企業を長続きさせるカギであると
考えています。100年企業を目指します！
    昨年より活力朝礼を導入し、社内の協力意識が芽生え、自発的積極的に仕事に取り

組み、社員の成長が目に見えて感じられるようになりました。

　「第12回活力朝礼コンクールでは、日頃の実践の成果を発表します！」

柳川･大川倫理法人会創立:1950年5月

　平成16年度より中学校にキャリア教育が導入され、「職場体験」をする生徒たちに、事前に勤労の重要性とやり甲斐（喜働）とを学
ぶため「社会人講話」や、社会人として必要とされるマナーを実践的に学ぶ「マナー講習」が学校現場に導入されています。
文教委員会は、平成18年度より全国で唯一、倫理法人会として学校が開催する「社会人講話」や「マナー講習」に会員を講師として
派遣してきました。その実績は、この10年間でのべ247校。
　「社会人講話」の職種は、教育、美容、製菓、建設、アパレル、幼稚園、司会、マスコミ、保険、医療など多くの職業にわたり、仕事の内
容はもちろん、働くことの意義ややりがい等の貴重な体験談を生徒に話しています。また「マナー講習」は、社会人として必要とされる
マナーを実践を交えて指導しています。
　派遣後、生徒からの体験感想文は、派遣された講師やサポートする同行者の励みになります。

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！」

のご案内

第12回 活力朝礼コンクール 出場企業
出場順 単会名 企業名

1
2
3
4
5

福岡市城南
福岡市中央
柳川･大川
伊　都

福岡市多の津

ハッピーハウス株式会社
株式会社マリンホテル
有限会社高田製材所
株式会社環境技研

アッサンブラージュ株式会社

出場順 単会名 企業名

6
7
8

前年度
優勝

【グランドチャンピオン】
株式会社ビッグロード福岡市多の津

筑　紫
久留米市
北九州市洞海

有限会社タイヤチップセンター
株式会社於保商店。モヒカンらーめん

丸喜鋼業株式会社

創業50周年記念祝賀会
平成25年7月6日 アートクレフクラブにて

創業期のメンバー

朝礼の風景

昭和25年創業期



“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
■アイエス

北九州みやこ
■和楽愛セラピスト

北九州市洞海
■（株）ＳＵＮＲＩＳＥプロデュ－ス

北九州市中央
■クラウン製パン（株）２
■（株）日本施設協会
■（一社）先天性ミオパチーの会
■ＮＰＯ法人 和む
■介護ぷらす
■ｉｐｓｅ
■（有）小川印刷
■和田商事
■（株）アスコーポレーション

直方（準）
■ＧＡＹＵ

福岡市東
■だいこく店ひろば

筑　紫
■めもり堂
■藤井液化ガス（株）
■中牟田伸二事務所
■Ａｒｒｏｗ’ｓ

福岡市南
■（有）ヨシコーポレーション
■（株）カグラ
■（一社）わんわんさくちゃんお日様の会

太宰府
■太宰府市三条台区 自治会
■ゴーオーガニクスジャパン
■（有）岡部

春日・なかがわ
■（株）和泉美建
■オフィスファイン

久留米市
■情報紙 ＳＥＣＯＮＤ

筑　後
■（有）成清塗装

あさくら
■（株）ヒューネルエフイーエー

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

ようこそ！
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※6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。
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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。

福岡市多の津
■マザーホーム（株）

中洲川端
■（株）Ｓｏｆｔ－ＥＸ

福岡市中央
■ＡＫ－ＰＨＯＴＯＧＲＡＰＨ
■（株）フロムトゥルー
■（株）日本トリム
■金谷宏三税理士事務所
■ビーコム（株）
■ＦＰ原口事務所
■（株）Ｍｅｔｅｏｒｅ ＷＥＤＤＩＮＧ
■（株）アイプラス 福岡営業所
■ニュースレターのビッグリング

天　神
■宮原みゆき
■（有）ナカヤス

福岡市早良
■日食システム（株）
■米石（株）

伊　都
■大平幸輔司法書士事務所

福岡市城南
■ＹＵＧＡ ＹＯＧＡ
■プルデンシャル生命保険（株）
■（株）凛プロデュース
■（株）ゼロワン
■（株）ワーコム
■（株）ＭＡＹスリー
■（同）創世
■大石 昌史
■ホテルセントラーザ博多

博　多
■（株）六花
■（株）ミュージックリザーブ
■（株）ライフワーク

豊前市
■（医）平良歯科医院

北九州みやこ
■（一社）住まいの選びコンシェルジュ協会
■（有）五光建設
■加藤智史社会保険労務士事務所

北九州市中央
■（株）シェルジュ

福岡市
■日本生命保険（相）
　福岡総合支社　天神営業部

福岡市東
■（株）ジェらート アイらンド
■モアライフ

福岡市早良
■育成力研究所
■明治安田生命保険（相）
■（株）桜庵
■税理士法人 摂津事務所

福岡市城南
■ＮＰＯあすも特注旅行班
■（株）ラルフコーポレーション
■（株）エスアイホールディングス
■（株）日向
■（株）ヘルサップ
■（株）にた サロン・ルポゼ
■スポーツ栄養クリニック

筑　紫
■ツリーフィールド
■福岡住販
■（株）まるげん
■（同）ｅｎｉｓｉｎｅ
■個性心理學 研究所

■みずほ証券
福岡市南

■松山勝利
■マニュライフ生命保険（株）
　福岡中央営業所
■セレクトショップ ローズピンク
■ＰＯＬＡ きらら
■焼とり正吉
■ｈａｐｐｉｎｅｓｓ

太宰府

春日・なかがわ
■スターギフト（株）
■第一生命保険（株）
■第一生命保険（株）
■ＡＣＴＬＩＮＥ（株）
■第一生命保険（株）
■エイキュウ建装
■九州石油ガス（株） 甘木支店

久留米市
■（株）オーレック

筑　後
■大坪建設（株）
■（株）九州蜂の子本舗
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博　多
■西日本新聞エリアセンター吉塚
■水成経営（株）
■（株）ＡＬＭＡ

福岡市中央
■プリザーブドフラワー専門店
　ＤＥＡＲＥＳＴ

福岡市西
■久松鍼灸マッサージ・整骨院
■（有）コンクリートサポートセンター

天　神
■向陽パートナーズ（株）
■（株）セブンリソシアル
■（有）シャカ
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