


【活力朝礼とは？】
企業にとって社員のヒューマンパワーは一番の財産といえるでしょう。しかし、どうすれば社員の意欲
や積極性を引き出すことができるのか。経営者にとっては、悩ましい問題です。特に、これから一層
厳しくなると思われる経営環境を思えば放っては置けない問題でもあります。倫理法人会は「職場
の教養」を使った活力朝礼をお奨めしています。朝の清々しい時間の中で明るく朗らかな挨拶を通
して気持ちを高め、仕事モードへの切り替えをスムーズに行うことは、一日の業務の効率化につなが
ります。今回はその活力朝礼に取り組んでいるユニークな団体を御紹介します。

特 集

九州プロレスの
朝礼に突撃取材！

リーダーの掛け声にあわせて挨拶をします。挨拶のときに各人が両
隣の人の動作に合わせることで全員の動作が統一されます。動作
を合わせるためには周囲に心を合わせなければなりません。周囲に
心を通わせる実践です。大きな声で返事をすることで今日一日の活
力が体の奥から湧き出てきます。

マッチョなメンバーが神妙に挨拶の練習。さすがアスリート形が決まって
います。

理事長の筑前りょう太氏。
ＮＰＯ法人としての九州プロレスの思いを熱く強く語って頂きました。体
の中にメラメラと燃える信念と情熱がほとばしり出ています。聴く人を感
動させるお話でした。

全員で「職場の教養」を輪読。
手の高さ、姿勢ともきれいに決まっています。読む声も大きく迫力がありま
した。

　冬の寒さが感じられる11月の朝8時30分朝礼が始まりました。普段見慣れた職場の朝礼とは異なり、プロレスのユニフォーム
を付けての異様な風景は衝撃的。でも進行は乱れも無く整然と進められていました。マッチョで精悍な（ちょっと怖い）メンバーです
がそこはスポーツマン、インタビューには礼儀正しくさわやかな笑顔で答えていただく優しい人たちでした。九州プロレスは「九州ば
元気にするバイ」をスローガンに発足。以来今日まで各種の施設を慈善訪問、今年は164の施設でお年寄りたちに元気を届け
てこられました。また不登校児とのレスリングを通した交流などの活動も展開されています。取材中に観せていただいた動画に
写ったお年寄りの笑顔や若者達の涙は感動的でした。私たちはともすればプロレスの試合にのみ関心が向かうのですが、こう
いった無償の地道な活動を知り少しでも応援できたらと痛感した朝でした。

　以前の朝礼は単なる業務の引継ぎの場であり、開始時間は何となく区切りをつ
けて始めていました。活力朝礼導入後は前もって職場の教養を読み、感想発表
の用意をする社員が出始め、それを各人が真似をするようになり感想発表が上達
しました。これにより業務も段取りが出来てミスが減り、自信を持って心からの笑顔
でお客様をお迎え出来るようになりました。「お客様に喜んで頂く」という働く意味
を理解して、日々楽しく仕事に取り組んでいます。

挨拶・返事（ハイ）・姿勢などの
基本動作を徹底します。

『職場の教養』は、活力朝礼用の冊子として、倫理研究所の法人会員に会費一口
につき30冊を贈呈しています。幅広い内容を「一日一話」の読み物として掲載して
います。1976年の創刊から40年、今日も多くの企業の朝礼で活用されています。

・人としての基本が身につく
・感想を述べることで、スピーチに自信がつく
・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
・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
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「職場の教養」の今日の日付のページをリーダーの合図で参加者が
順次輪読します。全員が同じ文章を読むという行為は全員が心の
ベクトル（積極性、協調性）を合わせる練習です。企業の業務は社
員全員がベクトルを合わせたとき最大の成果を上げます。リーダーが
朗読してもかまいません。

『職場の教養』を輪読します。2

唱和を通して創業者の思い、企業の存在意義、などを自分の心に
落とし込み、企業を通して社会へ貢献することへの決意を新たにし
ます。社員の中から一人が全員の前で今日の抱負などを発表するこ
ともいいですね。多くの人の前で自分の考えを表明することは強い
自信につながります。

経営理念・社訓・スローガンなどを
唱和します。3

朝礼は一日の始まり。積極的に参加することでその一日が充実した
ものになります。元気な朝礼を重ねることで会社全体が次第に活力
溢れる企業になります。小さな積み重ねが結果として大きな成果を
もたらすのです。

積極的に参加します。4

活力朝礼でココが変わった！

活力朝礼コンクールのお知らせ

株式会社マリンホテル

日々楽しく仕事に取り組んでいます

第13回

第12回 活力朝礼コンクール最優秀賞 ㈲タイヤチップセンター様

朝礼風景

朝礼風景

平成29年7月15日土 13時開演

大野城まどかぴあ 大ホール 大野城市曙町2-3-1

「元気の秘訣は朝にあり！」

代表取締役

國府 昭一

福岡市中央倫理法人会　会長

　午前８時２０分リーダーの掛け声で活力朝礼が始ります。本社勤務１００名以
上の社員の方々が一糸乱れず大きな声で挨拶・返事を返され、「活力朝礼の仕
方シート」に基いて流れるように進行していく様は見事というほかはありません。
岩田会長のお話ではここまでになるまで紆余曲折と長い時間がかかったとのこ
とでしたが、いまや企業の風土となっている朝礼を実感させて頂きました。

岩田産業株式会社
全員が朝礼に意識を集中し真剣に参加

代表取締役社長

岩田 陽男

福岡市倫理法人会 福岡市東倫理法人会 中洲川端倫理法人会

NPO法人 九州プロレスの場合力溢れる活力朝礼

福岡県倫理法人会　広報委員長　梶原 博司

『職場の教養』を活用すると・・・

福岡県倫理法人会　広報委員長　梶原 博司
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入会2年以内の
会員さんをご紹介します！

 入会のきっかけ
「オフィスＳＥＩＫＯ」（子供の同級生のお母さ
ん）の和田さんに誘われて、多くの人との出
会いを求めて、また、当たり前のことを真剣
に勉強している姿に共感して入会しました。
 実践していること
①朝・夜と仏様へ手を合わせる　②お客様が見えなくなるまで
のお見送り等、18項目をチェックリストにして実践しています。
 一言
筑紫倫理法人会の皆さんとお会いできるのが楽しくて毎週朝の
MSが待ち遠しいです。他単会の皆様ともお会いし、楽しいひと時
が過ごせればと思います。ぜひぜひ、見かけたら声を掛けてくださ
い。宜しくお願いいたします。

2015年12月入会／福岡市多の津倫理法人会 2016年3月入会／筑紫倫理法人会

2015年9月入会／久留米市南倫理法人会 2015年5月入会／北九州市中央倫理法人会

 社名  エステティックサロンバース
 役職  店舗管理部チーフ 会社創業  2016年8月
 従業員数  8名　 業種  エステティックサロン

 入会のきっかけ 
金川相談役からのお声掛けで勉強会に参
加し、入会しました。
 実践していること 
出会いに感謝
物にも感謝
毎日振り返り、いろんな事に「ありがとう」
 一言 
倫理法人会の学びで、悩みや苦しみが無くなりました。
今がスタートライン。夢に向って進んでいます。

 社名 五郎丸経営労務事務所　役職 代表
 会社創業 2015年8月　従業員数 0名　
 業種 社労士

 入会のきっかけ 
当時師事していた社労士の先生が倫理法
人会の単会会長（他県）だったことから勧
められました。
 実践していること 
気付いたらすぐする。
 一言 
久留米市南の温かい雰囲気に引き込まれます。会長挨拶必聴
です！

 社名 株式会社ギラヴァンツ北九州　役職 相談役
 会社創業 2008年10月　従業員数 65名　
 業種 プロサッカークラブの運営

 社名 めがねカントリー　役職 代表
 会社創業 2014年７月　従業員数 1名　
 業種 「眼鏡」「補聴器」販売業

 入会のきっかけ 
2009年初にも複数の方にお誘いをいただき
ましたが、会社を創立した直後で余裕がなく
お断りしました。今般は大下北九州西地区
長から勧められ入会させていただきました。
 実践していること 
私のモットーである「明るく、楽しく、元気よく」は、
万人幸福の道である「明朗、愛和、喜働」に通じる。
 一言 
今季はJ2で最下位という最悪の成績に終わりました。来季は新ス
タジアムをJ3でむかえますが、一年でJ2復帰をめざします。「苦難
は幸福の門」を実践します。

秦 祐一（しん ゆういち）さん

横手 敏夫（よこて としお）さん

上野 珠穂（うえの たまほ）さん

五郎丸 秀太（ごろうまる しゅうた）さん

2015年11月入会／福岡市早良倫理法人会 2016年5月入会／行橋倫理法人会

 社名 I･Five株式会社　役職 取締役
 会社創業 2013年6月　従業員数 4名　
 業種 保険募集代理店業

 入会のきっかけ 
ジュエリー宝島の鈴木さんから会員交流会
に誘っていただいたのがきっかけでした。そ
こで木本相談役とお話をさせていただき、と
ても共感したのを覚えています。早良のメン
バーの皆さんの明朗な雰囲気もありワクワクしながら入会しました。
 実践していること 
自単会のモーニングセミナーに参加する事
 一言 
倫理に入会してまだ1年ほどですが、「万人幸福の栞」と早良のメ
ンバーに会えたことを心から感謝しています。

 社名 （株）サニタリーワン・ＧＫ探偵福岡
 会社創業 1989年１月　従業員数 18名　
 業種 白蟻駆除・清掃・探偵事務所

 入会のきっかけ 
行橋の単会には尊敬する先輩方や知り合
いも多く、定石会長より声を掛けて頂き入会
となりました。
 実践していること 
常日頃から感謝を忘れず、十七ヵ条の唱和とトイレ掃除、時間があ
る時には簡単に一人朝礼を出来るところから実践しています。
 一言 
人のお役に立てること、多くの方々に喜んで頂けることを倫理を通
して習得し学ばせて頂きたいと思います。

高瀬 好彦（たかせ よしひこ）さん西野 祥平（にしの しょうへい）さん

会長　大江 義夫
福岡県倫理法人会

幹事長　中尾 達弥
福岡県倫理法人会

　新年明けましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になり有難うございました。

いま世界各地で大きな変化が起きています。

大変革の時代とも言われています。一般社団法人倫理研究所で

は、昨年５月に海外の倫理法人会第一号として、台湾に、また11月に

は南カリフォルニアに設立され、海外での活動も活発になって来てい

ます。さて創始者の生誕地、本家本元の福岡県倫理法人会は、本

年6月13日に設立35周年を迎えます。その時までに念願の4000社を達成し盛大に喜びを分

かち合いたいと思っています。各単会共達成へ向けてお力添え下さい。本年が皆様にとりま

して、素晴らしい年になります事を祈念いたします。　感謝

　新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

　さて、二代目理事長でありました、丸山竹秋先生の『生きる道』とい

う著書の中に「志はより高く、信念はより強く、頭はより低く」という言葉

があります。

　新しい年を迎えて、このお言葉どおり実践をして6月13日、福岡県

倫理法人会の35周年記念式典までに、必ず4千社を達成致します。

　皆様、信念をもって全単会の達成をめざしましょう。

新年のご挨拶新年のご挨拶
平成 29 年

「新年を迎えて」

「新たなる一歩へ」
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「業績が飛躍的に向上しています」

株式会社 大本組 九州支店

福原 弘幸

福岡市多の津のモーニングセミナーに参加して

博多倫理法人会　副専任幹事

会 員 ご 紹 介

おんが・宗像倫理法人会　会長

　私は、倫理法人会に入会して
６年になります。入会後数年間
は、倫理を学んで意味があるの
か、もっと他にやるべきことがある
のではないかとの葛藤がありまし
た。その一方で、倫理には定年は
無く、気力、体力が続く限り、一生
涯学び続けることができることに
気づきました。現在では週５日モーニングセミナーに出席することが習慣になっています。
また朝起き・両親の墓参りの実践を通じて、夫婦・親子関係が劇的に良好になりました。
しかも倫友の人脈から仕事が次々つながり、業績が飛躍的に向上しています。これから
も倫理の実践を通して、充実した日々 を過ごしたいと思います。

「出愛に感謝」

エンパワーメントシナジー

代表

原　卓嗣

グローバルアリーナ（セミナー会場）

“絵手がみ教室”

　知り合いに誘われてはじめて行ったモーニングセミ
ナーに朝から多くの経営者の方が学ばれている姿に
ビックリ ！ さらに、佐賀や久留米から毎週通われている
方がいらっしゃることに、衝撃を受けました。
　当時、従業員さんとの関係に頭を抱えていたので、こ
こで学ぶと成長できるのではないかと入会を決めまし
た。毎週モーニングセミナーに参加し、色んな経営者の
体験を聞くことと、倫友のみなさんとの交流から、たくさ
んの気づきを与えてもらい、従業員さんが喜んで働いて
くれる職場になりました。自分が変わること、多くの方に
伝えることを意識して行い、これからも学び続けていきま
す。出愛に感謝。

倫理を学んで
こんなに変わった！「人」シリーズ

「倫理法人会の門をくぐって」

株式会社 鍋島興産

代表取締役

鍋島 隆治 モーニングセミナーにて

北九州市洞海倫理法人会　専任幹事

福岡市西倫理法人会　幹事

　この会に所属し早3年と8か月が経ってしま
いました。
　退会を何度考えた事やら…。いつの間に
か専任幹事になっていました。
　いろいろな方から、入会当時から大きく変
わったと言われていますが、何も変わっていな
いと思っています。ただ以前と比べ、何事も愉
しもうとする心を持つようになった気がします。
この点は変わったような気がします。多くの反
面教師を見ることで、嫌になることも多々あり
ますが、人を見るのではなく、倫理を学ぶこと
に気をつけていきたいと思います。自単会で
細 と々、まずは自分のために学んでいきます。

「自己訓練を習慣化」

有限会社ショップハチナナハチ

代表取締役

田中 正春
モーニングセミナーにて

　倫理法人会での学び、時間を守る事からの
始まり、気がついたらすぐする事。人の話を
心から聴く事。全て自分に出来ていなかった人
生でした。最初に出席した経営者モーニング
セミナーでは、講話者の話をよく聞いていない
自分がいました。
　先輩から真剣に聴く事が勉強ですよと学び
ました。我が儘で聞いていることを指摘され、
素直な気持ちで聴けるようにモーニングセミ
ナーに出席し、習慣化するようにし、妻の話を
ふんわりとやわらかに澄み切った心で聴けるよ
うになりました。倫理法人会に感謝です。

（久留米市南）（あさくら）（あさくら）

●広告の募集 /1 回、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。広告のご依頼は福岡県倫理法人会事務局まで。

（福岡市中央）

博多マリンホテル 092-271-1171
マリンホテル新館 092-271-6111

TEL 092-271-6120
FAX 092-282-0111

http://www.marinehotel-sinkan.jp/

取締役会長

Flower ＊ Shop

近藤生花店

〒830-0063
福岡県久留米市荒木町荒木644-14
TEL.FAX 0942-26-4014
e-mail  kondo-seikaten@arrow.ocn.ne.jp

（福岡市中央）

近藤みなこ ビジネスコラム①　「表情」をスキルアップ

お問い合わせ tel ： 090-3732-9846
ホームページ ： http://minako-skillup.com

基本
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パワー　　　企業UP！
テクノシステム株式会社

人の喜びを我が喜びとし、期待に応えるのではなく、期待を創り出すテクノマン

梅田 公平代表取締役社長

福岡市博多区井相田３丁目７-１２ 福岡市中央倫理法人会

農業で笑顔を伝える一生百笑

田中 大輔代表
（久留米倫理法人会　事務長）

（福岡中央倫理法人会　専任幹事）

百笑倶楽部
福岡県久留米市田主丸町竹野283 久留米市倫理法人会

倫理活動を通じて
業績がぐんと伸びている企業様をご紹介します！

　久留米市田主丸町で無農薬のお米を生産し、直接販売、配達、発送して、農業の楽

しさを発信しています、百笑倶楽部の田中大輔です。倫理法人会に参加し始めて10年

近くなります。倫理法人会では多くのことを学ばせてもらっていますが、入会前とは明ら

かに変わった点が、請求書は来たらすぐ支払うということです。これを実践し始めてから

売上倍増、家庭円満、無病息災です。

　入会当時、米の作付け面積は2ha程でした。現在は7haに拡大し、売上は3倍近くアッ

プしました。10年で4人の子宝に恵まれ、毎日笑顔で元気に働くことが出来ています。

　テクノシステム（株）は、３４期を迎えて福岡・長崎・宮崎・鹿児島に拠点を置き、北は

山口県から南は沖縄県まで、九州一円の自治体様へ上下水道設備の監視システム

を中心に耐雷システム等の電気設備の改善提案を行い展開させて頂いております。

　システムというのは、導入後１０年以上に渡ってアフターサービスが必要とされる

為、常日頃の誠心誠意と即行・改善・実行の対応が必須となります。このような中、こ

の倫理法人会で学ぶ「明朗」「愛和」「喜動」の実践を始め、７ACTSの活動が大いに

役立っております。現状に甘んじず更なる『お客様への喜び』を目指していきます。

第１回 福岡県倫理法人会 “ＲＩＮＲＩ ＣＵＰ”開催

福岡県レクチャラー養成塾

会員交流委員会

　2017年度第一回福岡県レクチャラー養成塾が山口
県や佐賀県からも参加を頂き、総参加者数200名で盛
会しました。今期はマスターマインド（お世話役兼アドバイ
ザー）が34名、スタッフ総勢36名体制で臨んでいます。
マスターマインドメンバーの気力充実 ！ 素晴らしい2017
年度福岡県レクチャラー養成塾が実施されることを強く
感じた第一回目でした。第二回目は2017年1月18日18
時～参加資格は「やる気 ！ 」だけです ！ 奮ってご参加下
さいませ ！ 必ず学びの大きい時間となると確信します ！  
全力でアシストして頂いたマスターマインドの皆さん、当日応援に駆けつけて頂いた県大江会長・中尾幹事長、援助
頂いた執行部・各単会会長と役員の方々、そして、やる気いっぱいに受講して頂いた参加者の皆さんに御礼申し上
げて報告とさせて頂きます ！ 有難うございました ！！

委員会トピックス報 告 ＆ 募 集
Topics

勢揃いしたマスターマインドの皆さん

ゴルフ参加者

セミナー風景

平成28年11月11日（金）
於：ザ・クラッシックゴルフ倶楽部

平成28年11月14日（月）
於：TKPガーデンシティ博多

　前日の雨が嘘のように晴れ上がり、38名の腕自慢がザ・クラシック
ゴルフ倶楽部に集合。好プレー・珍プレーの中、角俊造さん（福岡市
東）がグロス88（ネット73.6）のスコアで優勝。
　そして、ベストグロスは、藤崎佳子さん（福岡市西）（グロス84）で
した。
表彰式懇親会では、「ゴルフを卒業したい」とおっしゃられる方もいらっ
しゃったようですが、リベンジの機会を来春にご案内させていただこうと
思っております。
　最後になりましたが、ご参加いただいた皆様、そして賞品を協賛いた
だいた皆様、この場をお借りしまして、厚く御礼申し上げます。ありがと
うございました。

未来を切り拓くセミナー
純粋倫理学習会

平成28年11月21日（月）
於：ＴＫＰ博多駅前シティセンター

　純粋倫理学習会パートⅠを福岡地区で開催しました。より多くの方々に広く知っ
ていただくため、従来の堅苦しいタイトルを改めようと「未来を切り拓くセミナー」と
いうタイトルで準備・募集をしました。歴代最高の参加者数を目標に200名を設定
して各単会の研修委員長さんを中心に積極的な声かけをした結果181名の参
加を頂きました。今回の福岡地区学習会は県内レクチャラーである福岡市中央
の國府会長の体験報告と純粋倫理学習会に初めて講師としてご登壇される新
原参与の講話でした。パートⅡを3月から各地区で開催します。皆様のご参加、研
修委員一同心よりお待ち申し上げます。

福岡県倫理法人会　研修副委員長　尾崎 公夫

福岡県倫理法人会　福岡県レクチャラー養成塾長　金川 俊一

福岡県倫理法人会　会員交流委員長　森 顕
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あけまして
おめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

有限会社バボルナ
HP http://www.tetraegg.jp
テトラエッグファーム
〒820-0086 福岡県飯塚市津原1480
TEL 0948-22-5858

テトラエッグ直売所
〒820－0077 福岡県飯塚市椋本350-1
TEL 0948-25-6568

（飯塚） （久留米市）（筑紫）



文教委員会報告

3年生
昨年と同じ講師（大橋由美子氏）を希望されてのマナー講習は、先生方に積極的に
ご協力いただいたこともあり、笑いをとるところ、真剣に話すところのメリハリがあり
生徒全員楽しんで受けている印象でした。

講師名／大橋 由美子 所属／柳川・大川 会社名／（株）ウェルネスコーポレーション

マナー講習

社会人講話

梶原 隆文 植木 秀人 吉本 和則

古澤 正也 柳 義仁 近藤 みなこ

山下 洋子 田中 正春

大橋 由美子

朝倉市立南陵中学校
平成28年 11月16日（水）講習日

場 所 対 象

3年生
初めて依頼を頂いた学校です。３年生を対象とし、これから迎える入試の面接、卒業時のあいさつ、
お辞儀の仕方等、必要なマナーを学ぶ講習になりました。
講師名／梶原 隆文
講師名／植木 秀人
講師名／吉本 和則

所属／小倉
所属／北九州市中央
所属／北九州市中央

会社名／梶原貿易（株）
会社名／三幸工業（有）
会社名／（有）戸畑ホーム設備

北九州市立中原中学校
平成28年 12月2日（金）講習日

場 所 対 象

3年生
学校の希望で、生徒の自主性を高めるために、社会人講話の当日、生徒自ら受けたい職種を考え講話を聴く選択型でした。
また、講師は自分の仕事で使う材料、機械を持ち込み、話を聞くだけでなく生徒自身が触れる、または一緒に体験し、
発表するやり方で、体験した生徒は真剣に取り組み良い機会になったようです。

講師名／古澤 正也
講師名／柳 義仁
講師名／近藤 みなこ
講師名／山下 洋子
講師名／田中 正春

自動車整備業
デザイン企画
接遇・スキルアップ
保険業
花卉小売業

所属／福岡市東
所属／福岡市中央
所属／福岡市中央
所属／福岡市中央
所属／福岡市西

会社名／（有）寿モータース
会社名／（有）アイディー
会社名／近藤みなこスキルアップ・ラボ
会社名／ジブラルタ生命保険（株）福岡支社
会社名／（有）ショップハチナナハチ

福岡市立青葉中学校
平成28年 11月25日（金）講習日

場 所 対 象

今年も開催します ！ 青年委員会「福岡市経営者セミナー」

平成29年３月３日（金）
受付 18：00～　開演 19：00～　終了 21：00～

ホテルレガロ福岡
岩田 陽男氏

※18：15～18：45にて名刺交換の時間がございます。必ず名刺をご持参ください。

福岡県後継者倫理塾

青年委員会

平成28年12月2日（金）～４日（日）
於：富士高原研修所

　塾生14名は『後継者倫理塾・富士研セミナー』を受講してきました。全国11ヶ
所から集った塾生137名と切磋琢磨し合い、三日間の熱い学びを修了しました。
　『自照清座』や『恩の遡源』などの講義を通じて感謝の気持ちを深めた塾生。
最終日は自分自身の目標を書き出し、全参加者の前で一人ずつ富士山に向かっ
て大きな声で実践を誓いました。
　今回、北九州市中央倫理法人会から参加の三牧治生塾生（㈱東和防災シス
テム）は多くの希望者から選出されて集合リーダーを拝命。見事に大役を果たしま
した。

富士山に誓う ！

委員会トピックス報 告 ＆ 募 集
Topics

講師：岩田 陽男氏

さあ、実践だ ！ ！

富士に誓う ！

　昨年度、北九州で開催し大変ご好評いただきました「経営者セミナー」を平成
29年3月3日（金）19：00よりホテルレガロ福岡に於いて、講師に株式会社
岩田産業グループホールディングス会長兼社長　岩田陽男氏をお迎えし開
催いたします ！
　青年委員が各単会のＭＳ等へチケット販売（参加費1,000円）に伺いますの
で、どうぞ宜しくお願いいたします ！
　皆様、お誘いあわせのうえ、是非ご参加ください ！ 乞うご期待 ！

ビジネスシーンで使える「スキルアップ・セミナー」
女性委員会

平成28年11月17日（木）
於：ＴＫＰ博多駅筑紫口ビジネスセンター

　近藤みなこ氏（福岡市中央倫理法人会会員）を講師に迎え、スキルアップセミ
ナーを開催しました。このセミナーを倫理の会員さんの特典として参加して頂きた
いとの思いでお誘いしました。会員の皆様、役員の皆様のご協力のお陰で、募集
定員80名を優に超えた111名の参加を頂き、ありがとうございました。セミナー後
には「楽しかった。勉強になりました。」と沢山の前向きな意見を頂きました。このイ
ベントを通じて、女性委員の団結力と女性パワーが増し、次の企画が楽しみになっ
て来ました。感謝
　次回は3月に女性経営者によるセミナーを予定しています。ご期待ください！

福岡県倫理法人会　女性委員長　茨木 由紀子

福岡県後継者倫理塾　運営委員長　渡邊 靖久

講師：近藤 みなこ氏

【日時】

【場所】
【講師】
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