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～春は出会いの季節～
夫婦愛和

コレを実践すればうまくいく！

夫婦円満の秘訣
倫理法人会会員様に聞いた！

必見



【夫婦愛和とは？】夫婦の仲は十人十色、様々な御夫婦がいらっしゃいます。でも変わらぬものはお互い
の人生を重ね合わせて一緒になって、山あり谷ありの人生劇場をともに喜び励まし合って歩き続けるこ
と。その時、夫婦の絆となるのはお互いを支え思いやる心。それが「夫婦愛和」。

今回はご一緒に倫理を学び実践されておられる御夫婦、そして倫理を通してめぐり逢い永遠の誓いを結び合われた
カップルをご紹介します。

夫婦円満の秘訣
　５０年前の出会いから多くの先輩や友人、社員や家族に支えられて私た
ち夫婦二人の今日があります。皆々様へ感謝いたします。
正月、氏神様へのお礼に結婚50周年の旅行費用を香椎宮に奉納させて
頂きました。賛成してくれた我が家のおかみさん・愛子に心から感謝です。
夫婦二人と娘３人、孫７人。我が家は三世帯７人家族で賑やかに楽しく暮
らしています。倫理にご縁を頂き「職場に心を家庭に愛を」の指針に助けら
れ幸せいっぱいの毎日です。残された時間、元気なシニア社会の実現にお
役に立てるよう夫婦力を合わせ、実のある人生の仕上げに取り組みます。

夫婦で倫理カップル

夫婦愛和 ～春は出会いの季節～

倫理で出会ったカップル
婚約中

株式会社 健将

株式会社 日輪光

箕浦 將昭代表取締役

箕浦 愛子常務取締役

夫婦円満の秘訣
朝晩の挨拶を必ず行うこと。お互いを尊重し、認め合い感謝する。信じ切る
こと。赤い糸で結ばれている者同士、不足不満に思わない。話をよく聞く、
敬聴する。責め心をもたない。同じ方向を向く。
お互いの良いところ
妻の良い所
朗らかで明るく思いやりがある。笑顔が良い。後始末が出来ている。片付け
上手。良く気が付く。周りの人達を大切にする。子供や孫たちを大切にして
いる。嫁に慕われている。
夫の良い所
思いやりがある。頑固ではあるが、性格が落ち着いているので救われる。食
事を美味しく食べる。忙しい中にも趣味を続けている。子どもや孫たちを大
切にしている。
2人の約束ごと
子どもを信じ成長を見守ると、孫たちも素直に育つ。結婚40年が過ぎ、老
後をともに楽しむ。
お互いの実践
朝起きた時に必
ず挨拶を交わ
す。同じ年齢の
為、75歳を目標
に少しずつ家事
を分担する。健
康管理の時間を
多く持つ。両親、
そして先祖に感
謝する。

株式会社 大江建築設計事務所 大江 義夫代表取締役

大江 十女子

夫婦円満の秘訣
夫…妻の話は相槌をうって聞くこと。「30代に見えるよ～」っと、時々妻を褒
める。作っていただいた料理を褒めること（美味しくない時は、はっきり言う）、
主に夫が我慢すれば大体円満♡
妻…好きな物をお腹いっぱい食べさせる（これでお互い太りましたので、最
近は多少制限しております）、ワンマンにならずに夫婦を円満に♡
お互いの良いところ
妻の良い所
たくさん有り過ぎて書けません（笑）が、いつも明るくにぎやかなところ。
夫の良い所
気持ちが優しい。いつも平常心で慌てない。
2人の約束ごと
特にありませんが、半年に１度位は近場でもいいので小旅行（温泉）に行く。
お互いの実践
夫…トイレ掃除・
靴を揃える。妻を
「ちゃん」付けで
呼ぶ。
妻…ハイの実践
（何事も受け入
れる度量を培い
たい）

リペア革工房　福岡中央

リペア革工房　福岡中央

鳥之海 功リペア革職人

鳥之海 栄子代表

夫婦円満の秘訣
助け合う。相手を思いやる。話を聞く。
我慢しないこと（美香）　・我慢すること（洋幸）、美香さんに美味しいモノを
食べさせること、２人で倫理を学ぶこと
お互いの良いところ
妻の良い所
いっぱい食べる、いっぱい笑う、いっぱいしゃべる
夫の良い所
私と家族のことをしっかり考えてくれるところ、芯がぶれないところ
2人の約束ごと
約束事は何もないです。
お互いの実践
夫婦での実践
は、毎日笑顔で
過ごす。
名前を呼び合い
朝の挨拶をする。

はんこはんず

はんこはんず二日市店

辻　洋幸代表

（太宰府倫理法人会 副会長）

辻　美香

出会いは、福岡市西の池田純子さんに誘われた登山です。
仲良くいるために
感謝の気持ちを言葉で伝え、名前で呼ぶ。一緒に登山や料理をする。週末に今週の振り返りと互
いの良い点等を共有し来週の予定を話し合う。お互いを優先するようにしています。
お互いの良いところ
かれんさんの良いところ
料理好き、真面目、社交的で明るい、前向き、体重と健康管理が出来る、感情的にならないところ。
裕明さんの良いところ
優しい、約束を守る、嘘をつかない、記憶力と集中力が高い、気長、表現力豊か、愛情深いところ。
お互いの実践
お互いの実家とお墓参りに一緒に行く。日々 の整理整頓、掃除、持ち物を減らす工夫をしています。

上村ボデー ホリスティクセラピールームＣｏｓｍｉｃＨａｒｍｏｎｙ上村 裕明代表 中村 かれん代表

　私たちは倫理法人会がご縁で、2016年11月29日に晴れて夫婦となりました。
お互いに倫理を学んでいるおかげで、夫婦愛和を軸にいくつかの実践を取り入れています。一番に
心掛けていることは、絶対に相手を責めないことです。年も離れているので、お互いにこれまでの習
慣や考え方が違います。相手の全てを受け入れて心を合わせることが夫婦円満の秘訣だと思いま
す。他にも、毎朝お互いに名前を呼んで挨拶をすること、手をつないで寝ること、ご先祖様に毎朝晩
二人で手を合わせること等、夫婦でルールを決めて楽しく実践しています。

株式会社 友信 Ｍｏｉｓｔｅａｎｅ Ｌｕｃｅ 飯塚友田 信明代表取締役 友田 みどり代表

特 集

新婚さん

福岡県後継者倫理塾 塾長福岡県倫理法人会 会長

福岡市西倫理法人会 会員 福岡市倫理法人会 副事務長 北九州市中央倫理法人会 専任幹事 直方準倫理法人会 事務長

博多倫理法人会 会員

福岡市早良倫理法人会 幹事

福岡市西倫理法人会 事務長

太宰府倫理法人会 副会長

太宰府倫理法人会 幹事
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「女性の魅力と男性の迫力」セミナー

朝礼委員会

女性委員会

　朝を活かす企業が勝つ。一日の始まりは、元気な朝礼から。
　企業の活性化には、朝のスタートがとても大切です。朝礼は、社風や人
的向上を更に高める大きな力を秘めています。倫理法人会では、「職場の
教養」を用いた活力朝礼を推奨しております。明るく朗らかな挨拶で気持
ちを高めるとともに、朝のけじめとして仕事モードへの切換えを行います。
　朝礼を教育の場と捉え、毎日継続する効果は、企業にとってかけがえ
のない財産となります。

活力朝礼とは

委員会トピックス報 告 ＆ 募 集
Topics

講師 津々木昭子氏

　講師に一般社団法人倫理研究所  法人アドバイザー 津々木 昭子氏をお迎
えしてご講話頂きます。
　女性がリーダーとして社会進出する時代になってきました。女性の多い会社
は、元気よく明るいと言われています。しかし男性も負けてはいません。そこで今
回は、あえて女性と男性をテーマに組み入れてご講話頂きます。女性委員会の
セミナーは、大変ご好評頂いております。先着順にて受付。お席が埋まり次第受
け付け終了とさせていただきますのでお早めにお申し込みくださいませ。

乞うご期待 ！

「寺子屋倫理塾」今年も開催します！
青年委員会

毎年ご好評いただいております「寺子屋倫理塾」を
平成29年5月22日（月）夕刻より八仙閣本店にて、
開催いたします！ 皆様、是非ご予定ください！
詳細につきましては決定次第、福岡県倫理法人会のホームページ
http://rinri-fukuoka.jp/に掲載いたします。

横田 勝大 青年委員長

第13回

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

平成29年3月16日木 18：00～19：30
TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター7Ｆ

110名
（一社）倫理研究所 法人局
法人アドバイザー  津々木 昭子氏

「元気の秘訣は朝にあり！」

定員

講師

研修委員会

純粋倫理学習会Ⅱのお知らせ

　現地セミナーは、富士教育センター「経営
者倫理セミナー」同様、経営者コース並びに
幹部社員コースに分かれています。一般社団
法人倫理研究所より講師をお招きし、意識
改革と気力の源泉を掘り起こすべく純粋倫
理を学び、社会貢献と企業の発展に役立つ
人材育成の宿泊セミナーです。経営者の自
己研鑽の場として、会員企業の幹部社員教
育の場として毎年多くの方にご参加頂いて
おります。昨年はキャンセル待ちが出た人気
のセミナーですので、募集が始まりましたら、
早目のお申込みをお願いします。

　富士山を眺めながら、鳥の声を聴きながら、木をふんだ
んに取り入れた講堂で、整理整頓され、ピカピカに磨かれ
た宿舎で、全国から集まった156名の経営者の皆様方と一
緒に、最高の講師陣による心洗われる講座と、研究生の皆
様のサポートと、朗らかに働く厨房の皆様の心のこもった
食事を頂き、あっという間に終わった2泊3日の初『富士研』
でした。『セブンアクト』を取り入れた実践型研修によって、
『大切なものを大切にする生き方こそがあなたの人生の最
後を実りあるものにする』作法を体験させていただき、すが
すがしく満ち足りた心で帰ってくることが出来ました。『倫理
研究所』さすがです ！ 全てに感謝申し上げます。

平成29年3月13日（月）

平成29年4月20日（木）

平成29年5月15日（月）

昨年の現地セミナー風景

※案内はしばらくお待ちください。 ※案内はしばらくお待ちください。

平成29年6月3日（土）～4日（日）
スコーレ若宮

日 時

場 所

“未来を切り拓くセミナー”

富士教育センター「経営者倫理セミナー」とは

参加者の声参加者の声

「純粋倫理学習会」は
1.あなたに「気づき」をあたえてくれます。
2.あなたが「幸せになれる生活の法則」を教えてくれます。
3.あなたが「学び続けることの楽しさ」がわかります。

【北九州地区】

【県南地区】

【福岡地区】

徹底した自己凝視とチームワークを体験する講座・実習で構成する２泊３日です。日本創生の具体的実践として
「まごころ」という精神文化をテーマに、経営者自身の生き様、家庭の愛和、そして会社の方向性である経営理念、
経理や人材育成のあり方も決定づける、子孫につなぐ新たな倫理観の確立と実践力の深化を目指すセミナーです。

大村 道子
株式会社タイプソリューション

代表取締役

有限会社日本バボルナ

代表取締役

飯塚倫理法人会 会長

　今回初めて富士研に参加させて頂きました。
　集合リーダーを博多倫理法人会の石橋研修委員長
が務められ福岡県の他、大阪府、愛知県、茨城県、千葉
県の会員さん計156名で3日間学んできました。各県の倫
理法人会で学ばれている方 と々の班での交流や、挨拶
テストでのチームワークや合わせる大切さ等を改めて勉
強しました。中でも富士山を仰ぎ見る事ができる「自照清
座」では、「これまでお世話になってきた人」や「人生に
とって大切なもの」を実感する事ができる大変貴重な体
験をしました。是非参加された事ない方へ富士研をお勧
め致します。

長倉 一樹

福岡市東倫理法人会 事務長

現地セミナーのお知らせ

福岡県倫理法人会　朝礼委員長　新庄 正明

福岡県倫理法人会　研修委員長　髙城 和幸

募
集
中
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入会2年以内の
会員さんをご紹介します！

 社名  株式会社 功  役職  営業部長 
 会社創業 2013年4月　従業員数 4名
 業種  OA機器販売　

 入会のきっかけ
新規顧客開拓の為に中洲川端の上田副会
長に相談した事がきっかけです
 実践していること
週5日以上MSを廻るようにしています。
積極的に文教活動に参加。
 一言
LINEでセミナーの参加予定等の情報交換をしながら交流を深め
ています。参加した事の無いセミナーに積極的に参加し、またセミ
ナーを廻りたいがちょっと不安だと言う方との同行や早朝の為に交
通機関が無い方のお迎えなどお世話役などしています。今ではそ
の仲間も色 な々単会の方に参加していただき20名を超えました。

 入会のきっかけ
柳幹事、梅田専任幹事からのお声かけでＭ
Ｓに参加。初めて参加させて頂いたＭＳで
『万人幸福の栞』を拝読し、多くの気付きを
得ることができました。自分に足りないものを
学び、より素敵な女性になりたいと思ったから
です。
 実践していること
目が覚めたら起きる。
御先祖様に毎朝手を合わせる。
挨拶は自分からする。
後回しにせず気付いたらすぐ行動する。
 一言
いつも気付きを学び、勉強させて頂いています。
これからも実践を続けていきます。

2016年2月入会／北九州市洞海倫理法人会 2016年8月入会／中洲川端倫理法人会

2015年9月入会／久留米市倫理法人会 2017年1月入会／福岡中央倫理法人会

 社名  九州ケアクック株式会社  役職  代表取締役  
 会社創業  平成２６年６月
 従業員数 ２６名　業種  飲食業（主に福祉施設）

 入会のきっかけ 
昨年の倫理経営講演会に参加して入会を
決意。
 実践していること 
朝起き、挨拶、靴揃え
 一言 
入会して一年経ち、お役（朝礼委員長）も頂き、色々な気付きや学び
がありました。
自分自身の成長は会社の成長と思い、、これからも倫理経営を学んで
行こうと思います。

 社名 ドローン検定協会 株式会社　役職 会長
 会社創業 2015年7月　従業員数 4名　
 業種 ドローンの筆記検定

 入会のきっかけ 
田﨑創さんが会長になる事を姉川専任幹
事から聞いて面白そうと思い入会しました。
 実践していること 
全て楽しく・全て前向きに・全てに感謝
 一言 
毎週の講話者の皆さんのように、色んな単会で講話者として呼ば
れるような輝いた会員になれる事を目標としています。

深見 眞人（ふかみ まさと）さん

舟越 佳代（ふなこし かよ）さん

中ノ園 薫（なかぞの かおる）さん

田中 克之（たなか かつゆき）さん

「即断即決」

有限会社ｋ．ｄｅｎｔａｌ

代表取締役

中嶋 康雄 第1期 後継者倫理塾懇親会

北九州みやこ倫理法人会 副会長

会 員 ご 紹 介

久留米市倫理法人会 会長

　中村久美子さんのお誘いで、家内が先に
会員になりました。私にも家内から声がかか
り、入会することになりました。
　後継者倫理塾では、息子が大変お世話に
なりました。
　夫婦愛和を唱える倫理ですから、ご夫婦、
家族で来られる方が増えて欲しいものです。
　MSの講話で何を聞いたかではなく、何を
汲み取り実践できるかを自分に問いたいと思
います。
　即断即決をテーマに話されたのをお聞きし
てから、自身実践しています。

「明瞭な判断基準と出会えた」

田﨑社会保険労務士事務所

代表

田﨑　創

　今から14年前銀行を辞め、独立しました。当初は血気盛んで、気合いのみでやってい
けると思い、しかし空回りばかりしている時に倫理に出会いました。倫理を学んでいくうち
に、倫理は、生きていく上での行動や考え方の「絶対基準」であることが分かってきまし
た。それまで「損得」や「苦楽」
が行動や考え方の判断基準
であり、それ以外の判断基準
などあり得なかった私にとって
は目から鱗でした。今でも何か
問題があれば「倫理に照らす」
ことができる安心感があり、倫
理に独立当初から出会えたこ
とに感謝しています。

倫理を学んで
こんなに変わった！「人」シリーズ

仕事風景
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●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/

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）（筑紫）（福岡市中央）

近藤みなこ ビジネスコラム②　「挨拶」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

　おもてなし人材プロデューサーの近
藤みなこです。ビジネスシーンをワンス
テップアップさせる（知っていると得す
る）コツをお届けします。今回は「挨拶」。
倫理を学ぶ皆さんは、相手より先に挨
拶すること、つまり先手挨拶の重要性を
理解なさっているでしょう。　　　　　
　　　　　　　

　「マズローの5段階欲求」をご存知です
か？生物が持っている5大欲求のことで、
①生存　②安全　③帰属　④承認　⑤自
己実現　がその5つの欲求です。④承認欲
求が、先手挨拶と関係しています。人間は
「認められたい」という欲求を持っていま
す。相手を承認する行動＝挨拶です。相手
よりも先に挨拶をすることで、「私はあなた
を受け入れました」のサインになるので
す。それでは、また次回。



博多倫理法人会 幹事安河内建設株式会社

熊本を全力で　支援しています！

福岡県の倫理の仲間が今も黙 と々復興を推進しています ！
「震災からもうすぐ一年」　復興支援企業紹介

安河内 正幸代表取締役社長糟屋郡須恵町植木2022-3

　昨年4月１６日マグニチュード７．３の地震が熊本･大分を襲いました。
両県とも当社にとってお客様の実家があるなど関係の深い県です。翌
日から「サッシが開かない」「外壁にひびが」など悲鳴に近い数々の依頼
が続 と々入ってきました。こんなときこそ倫理の学びを実践するとの思い
から「原価でするぞ」を合言葉に社員や協力会社と復旧に取り組み今
も懸命に続けています。しかし、まだまだ復旧は進んでいません。マスコ
ミも最近ではあまり話題にしませんが現地では困っている人がまだ沢山
います。ぜひ皆さんの力を貸して下さい。忘れることなく支えて下さい。
お願いします。

ファンクラブのご案内　プロスポーツチーム応援

ギラヴァンツ北九州

後継者倫理塾とは

福岡県後継者倫理塾

会員交流委員会

　倫理との出会いは後継者倫理塾第４期生として入塾した事が始まりです。挨
拶・返事・姿勢等の基本動作に始まり、後始末の徹底、今迄にない緊張感を持っ
ての行動です。その中で、特に再認識した内容は、「即行」です。入塾後、倫理を
学ぶ中で「即行」に取り組む「行動力」が大切であることに気付く事が出来まし
た。特別な場所も道具も何も必要のない一番身近な実践項目です。「気づいた
時、それはその事を処理する最高のチャンスである」の言葉を胸に刻み、物事を後
回しにせず躊躇せずに、思い立ったらいますぐの行動を心がける様になりました。
これからも、後継者塾で倫理を深く学び実践を通して、自分自身が大きく成長でき
る様、頑張っていきます。

後継者倫理塾に出会って

第４期生 総リーダー山隈敦司氏を通して
倫理塾の学びの成果を検証していきます。追跡レポート！

委員会トピックス報 告 ＆ 募 集
Topics

　福岡県倫理法人会には、3つのプロスポーツチームが会員として在籍されています。本年度、この3チームは揃っ
て上部リーグへの昇格を目指し、シーズンを戦っていきます。
　そこで、倫友の皆様には昇格を祈念するとともに、各チーム応援のお願いと、ファンクラブのご案内をさせていただ
きます。
「チームと一丸となって昇格を後押しするぞ ！ ！ 」と思われた貴方 ！
そして、ファンクラブに興味をお持ちの貴方 ！
　下記にURLを記載しておりますので、各チームのホームページをぜひご覧ください。

第４期生　福岡市倫理法人会　株式会社てら岡　山隈 敦司

（3月12日　開幕戦：北九州スタジアム）
（北九州中央倫理法人会）サッカー

（博多倫理法人会）サッカー

（博多倫理法人会）バスケットボール

https://www.giravanz.jp/fanzone/fanclub/

アビスパ福岡（2月26日　開幕戦：レベルファイブスタジアム）

http://www.avispa.co.jp/fan-zone

ライジングゼファー福岡（3月11日　福岡市民体育館）

http://rizing-fukuoka.com/club/

油機エンジニアリング株式会社

社員の力が企業の力　地域と共に企業もある
牧田　隆代表取締役会長太宰府市大字北谷1096番地8

太宰府倫理法人会 会員

　解体用機械のレンタルと修理が主業の会社で、今年が創業22年目になります。
　太宰府が本社で、鹿児島、福岡、北九州、山口、東京、仙台の拠点で
営業活動を行っています。東北大震災の後、仙台に営業所を開設し、
瓦礫処理や復興工事に多くの機械と技術を提供してきました。
　熊本震災については、南阿蘇地区で現在も地域復旧ボランティア活
動を続けている「ロハス南阿蘇たすけあい」という団体に、無償で小型
重機を提供しています。
　企業も地域の一員という思想のもと、地域でのイベントを行なったりと
地域貢献することも経営の大切なことと考え実行しているところです。

山隈 敦司氏

ギラヴァンツ北九州
（サッカー）

アビスパ福岡
（サッカー）

ライジングゼファー福岡
（バスケットボール）

社屋

熊本での作業風景

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そして真のリー
ダーシップを備えた経営者を養成する塾です。

　人生の仲間との出会い、ともに学ぶ貴重な体験 ！
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（太宰府） （多の津）（北九州市中央）

友田 信明代表取締役

〒803-0812
北九州市小倉北区室町２丁目２-１８ 樽ビル401号
TEL 093-591-2011　FAX 093-953-7122
携帯 090-3321-8776
E-mail  n.tomoda@yusin.org



文教委員会報告

全校生徒
初めて依頼を頂いた学校でした。全校生徒を対象とした合同マナー講習でした。
生徒数名に前に出てもらい、見本で挨拶の指導をし、後に生徒全員に実演指導をしました。
１時間では時間が足りない位に生徒は熱心に取り組んでいました。

講師名／久保井 伸治 所属／直方準 会社名／（株）クボイ

マナー講習

社会人講話

福岡市立花畑中学校

福岡市立花畑中学校

福岡市立原中学校

福岡市立原中学校

福岡市立城南中学校

福岡市立城南中学校

田川郡糸田町立糸田中学校

田川郡糸田町立糸田中学校
平成28年 12月3日（土）講習日

場 所 対 象

1年生

7業種７名の講師を派遣。なぜこの仕事を始めたのか・苦労した事・働くことの意味・社会人として大切な事の質問形式で
“働くことの楽しさ”を伝える講師や、言葉遣い・表情・行動が大事で、特に笑顔が一番、笑顔の大切さを話す講師がいて、
生徒は真剣に聞き、生徒からの質問も多くありました。

講師名／王　愛

講師名／辻　美香

講師名／大羽 淳一

講師名／風　天空

講師名／柳　義仁

講師名／深見 眞人

講師名／平石 洋介

食品製造業

看護師業

リサイクル業

食育アドバイザー

インテリア・デザイン

販売業

建設業

所属／福岡市多の津

所属／太宰府

所属／飯塚

所属／福岡市多の津

所属／福岡市中央

所属／中洲川端

所属／筑紫

会社名／（有）五十番食品

会社名／はんこはんず二日市店

会社名／（有）ビッグウィング

会社名／企画多加喜（有）

会社名／（有）アイディー

会社名／（株）功

会社名／（有）平石土木

福岡市立花畑中学校
平成28年 12月7日（水）講習日

場 所 対 象

1年生

初めて依頼を頂いた学校でした。7業種7名の講師を派遣。仕事の「楽しさ」「厳しさ」「やりがい」を伝える。
また、生徒参加型で、生徒に質問しながら社会のことをわかりやすく伝えました。

講師名／竹島 大樹

講師名／浜本 昭義

講師名／澤田 聖士

講師名／梅野 秋松

講師名／富松 利夫

講師名／岡部 八郎

講師名／松永 多喜

飲食業

マスコミ業

ＩＴ業

大工

農業関係

コピーライター（広告業）

美術関係

所属／福岡市東

所属／中洲川端

所属／中洲川端

所属／博多みなと

所属／久留米市南

所属／天神

所属／福岡市多の津

会社名／ミドリストア

会社名／（有）アクターズ

会社名／クリックエンターティメント（株）

会社名／伝匠ほーむ（株）

会社名／（有）丸富

会社名／おかはち事務所

会社名／企画多加喜（有）

福岡市立原中学校
平成29年 1月24日（火）講習日

場 所 対 象

1年生

5業種5名の講師を派遣。初めて依頼を頂いた学校でした。講師は、小さいころからの夢と目標を継続し、
チャレンジする事の大切さ。技術も大事だが一番大切なのは掃除をしてきれいに保つ、
愛情を込めることの大切さを話しました。

講師名／藤川 誠一

講師名／近藤 みなこ

講師名／津隈 亜理沙

講師名／筑前 りょう太

講師名／中尾 達弥

パティシエ

接遇マナー研修

美容関係

スポーツ関係

販売関係

所属／中洲川端

所属／福岡市中央

所属／福岡市多の津

所属／中洲川端

所属／博多

会社名／（有）一柳

会社名／近藤みなこスキルアップ・ラボ

会社名／（有）ビーコーポレーション

会社名／ＮＰＯ法人九州プロレス

会社名／（株）オーエーメディア福岡

福岡市立城南中学校
平成29年 1月25日（水）講習日

場 所 対 象

福岡県レクチャラー養成塾

地域清掃活動を行っています地域清掃活動を行っています

　『限られた時間の中で自分の想いを最大限伝える力を身に付けたい』という想いで福
岡県レクチャラー養成塾に参加させていただきました。
　発表の際に自分の順番が来るまでドキドキしていましたが、話し出すと気持ち良くなっ
て熱く想いを伝えている自分がいました。
　フィードバックでは『あなたは素晴らしい。あなたみたいな若者を応援したい。これから
のあなたが楽しみ。エネルギーをもらった。』など心温まるありがたい感想をいただきまし
た。貴重な経験をさせていただきました。
　次回も是非参加させていただきます。

参加者からのレポート

委員会トピックス報 告 ＆ 募 集
Topics

福岡北東地区での清掃

トイレ清掃

街頭清掃

　福岡北東地区6単会では、地域活動の一環として合同清掃活動を年3回行って
います。10月は福岡市と中洲川端がお世話役となり中洲周辺を、12月は博多と博
多みなとがお世話役で博多駅前周辺を清掃しました。5月は福岡市東と福岡市多の
津が担当で行う予定です。毎週お世話になっていますモーニングセミナー会場周辺
を主に、美しい街をより美しくする為に各単会から毎回30～50名の参加があり和気
あいあいと楽しく行っています。1時間もすると沢山のゴミが分別収集されて会員企
業様のご厚意で処分されています。

　日頃から、自分の話は本当に伝えたいことが伝わっているのだろうかと疑心暗鬼に
なっていた中、金川塾長からのお誘いがあり良い機会を頂きました。塾長の熱意溢れる
語り口に惹きつけられ、時が経つのも忘れて聞き入りました。また、辻塚副塾長が司会
進行を務めつつも、「自歴表」を使って「起承転結」のモデル発表をされ、涙ながらの自
己開示に深い感動と共感を覚えました。その後はチームで実際にショートスピーチの練
習。フィードバック表に記入。そのお陰で自分がどのような伝わり方をしたのかがわかり、
反省しきりでした。今後はもっと純粋倫理を学びその精神を伝えていく努力をしてまいり
ます。この度は素晴らしい機会を頂きありがとうございました。

中洲川端倫理法人会　有限会社 一柳　専務取締役　納富 輝子

福岡県倫理法人会　福岡北東地区　地区長　梅野 秋松

　福岡県倫理法人会の方針に沿って、年1度～2度の清掃活動を行っています。こ
れは北九州西地区の取り組みとして地域をきれいにしようと言うより、地域の方々の
心まできれいにしたいとの思いで実施していますが、実は自分の心を磨く為です。街
頭清掃と学校のトイレ掃除を行います。「人の心」は見た物の通りになると言われま
す。汚れた環境を見れば心は荒みます。美しい物（人）を見れば心は落ち着きます。ま
た、学校のトイレ掃除は、その学校の生徒さんと一緒にやると、「マナー講習」や「社
会人講話」に匹敵する効果を表します。万人の心を美しくする事が地域貢献、ひいて
は日本創生につながるものと思います。

福岡県倫理法人会　北九州西地区　地区長　大下 英勝

行橋倫理法人会　Ｐｏｗｅｒｂａｎｄ　代表　吉竹 渉

「福岡北東地区合同清掃活動」

「地域に貢献」
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E-mail:fukuokaken@rinri-fukuoka.jp
広報委員会

倫理経営講演会とは、未会員の方にも倫理実践による体験談をお聞き頂ける講演会です。

　近年のめまぐるしい社会の変化に伴い、企業経営をはじめ、様 な々分野で変革が求められています。
　講演テーマの“新”とは、今までになかったことを意味するだけでなく、本来備わっているものを引き出し、活かす
ことも意味します。創業の精神を再確認し、持ち味や強みを見直して伸展させることが、企業の繁栄に繋がるの
ではないでしょうか。
　本講演会が、新たな実践に取り組む勇気を引き出し、力強く経営を展開していく契機となれば幸いです。

「大転換の時代 ―“新”に挑む―」

（参加費:2,000円）平成29年度倫理経営講演会　開催一覧※詳細は各単会にご確認ください。

平成29年度 のお知らせ倫理経営講演会
講演テーマ

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29年度4月 「倫理経営講演会」

3月4日（土） 18：30～20：40 春日・なかがわ
倫理法人会

（一社）倫理研究所
国際事業部 研究員
髙橋 哲也

事業体験報告 SOCブルーイング（株）
代表取締役
坂口 典正 

クローバープラザ

4月10日（月） 18：30～20：40 福岡市
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
花野井 勝浩

事業体験報告 （株）根茂レース
代表取締役
西方 勝一郎

アクロス福岡

4月18日（火） 18：30～20：20 柳川・大川
倫理法人会

（一社）倫理研究所  法人局
参事 法人アドバイザー
大西 国夫

朝礼実演 （株）ウエキ産業
代表取締役
植木 正明

大川信用金庫本店

4月15日（土） 17：00～18:50 太宰府
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
中西 通夫

朝礼実演 
油機エンジニアリング（株）

取締役社長
牧田 尚起

二日市温泉
大観荘

3月6日（月） 18：30～20：30 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
次席 東海・北陸 方面長 教育制度拡充担当

三浦 貴史

事業体験報告 （有）関西貿易
代表取締役社長
森　勲

三潴校区
コミュニティーセンター

3月16日（木） 18：30～20：30 筑後
倫理法人会

（一社）倫理研究所 山口・四国方面
副方面長
田島 康賢

朝礼実演 （株）ヒラカワ
代表取締役
平川 実夫

研修会館船小屋
TAKEMATU

3月6日（月） 18：30～20：30 天神
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
河野 武彦

事業体験報告 エステックサービス（株）
代表取締役会長
丸山 哲司

タカクラホテル福岡

4月17日（月） 18：30～20：30 博多みなと
倫理法人会

（一社）倫理研究所
名誉研究員
戸田 徹男

事業体験報告
（株）ターリー屋 取締役
吉川 和江

アクロス福岡

4月19日（水） 18：30～20：30 福岡市西
倫理法人会

（一社）倫理研究所  法人局
参事 法人アドバイザー
松岡 賢

事業体験報告 ゴイク電池（株）
代表取締役
田畑　章

天神テルラ

4月21日（金） 18：30～20：10 北九州市洞海
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
山田 憲市

朝礼実演 丸喜鋼業（株）
代表取締役社長
川口 貴弘

北九州ハイツ

4月26日（水） 19：00～21：00 久留米市東
倫理法人会

（一社）倫理研究所 法人局
参事 法人アドバイザー
増田 彰司

事業体験報告 （株）ナカノ自動車
代表取締役
中野 宏一

久留米リサーチ・パーク

平成29年度3月 「倫理経営講演会」

開催日 時　間 単会名 場　所 講　師

4月26日（水） 18：30～20：10 直方準
倫理法人会

（一社）倫理研究所 法人局
法人アドバイザー
畔高 敦司

朝礼実演
新星電機株式会社ユメニティのおがた

3月28日（火） 18：30～20：40 福岡市東
倫理法人会

（一社）倫理研究所 国際事業部
研究員
高橋 哲也

事業体験報告 （株）フジマ
代表取締役会長
藤間 功

ホテルレガロ福岡

事業体験報告
または朝礼実演

平成29年2月2日（木）より『経営者モーニングセミナー』会場が変更になりました ！
直方準倫理法人会

福岡市多の津倫理法人会

場所

場所

アスカコーポレーション㈱4F 駐車場あります。
直方市下境427-8 事務局TEL 0948-43-3322

平成29年2月6日（月）より『経営者モーニングセミナー』開催曜日が変更になりました ！
伊都倫理法人会

毎週月曜日に変更となります。 事務局TEL 092-433-7200

福岡サンパレス
福岡市博多区築港本町２-１

平成29年3月1日（水）より『経営者モーニングセミナー』会場が変更になります ！

事務局TEL 092-692-7335

福岡市西倫理法人会

場所トライ・アム・サンカクヤ姪浜店
福岡市西区内浜1-15-43

平成29年3月2日（木）より『経営者モーニングセミナー』会場が変更になります ！

事務局TEL 092-433-7200
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