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子女名優

特集

〜親子で倫理〜

経営者にとって頭の痛い後継者問題。
他の企業はどうなのか。
気になる話題です。
福岡県倫理法人会の会員企業は4,000社を越えました。
今月はその中から倫理を実践中の親子を
特集しました。
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子女名優 〜親子で倫理〜

特集

【子女名優とは？】
「子は親の心を実演する名優である」。
「万人幸福の栞」の一節ですが、親が知らない間にその
子供は親の真似をしていることを教えてくれています。現実はどうでしょうか。
［質問項目］ ❶入会のきっかけ

父

㈲あねがわＯＡシステム
代表取締役

姉川 敏信

久留米市南倫理法人会所属

福岡県県南地区

❷
「親子関係ビフォーアフター」
倫理に入会して受け入れるようになった事
子

㈲あねがわＯＡシステム
営業主任

❶知り合いに半強制的に誘われました。

子

週から、
モーニングセミナーに参加。

❸明朗なところ
（くよくよしない）
。

もこの学びをしっかりと深めて行こうと決意。

❹直して欲しいところ

岡本 融広

❷入会して考え方が変わり、話し方が変わりまし
た。おかげで親子喧嘩が少なくなりました。
❸明るく元気で真っ直ぐなところ。

❹即行の実践が足りない。

❸終始一貫、行動に筋が通っているところ。

❹・
・
・。

❺話をよく聞く実践。全てを受け入れる実践。

❹たばこは止めた方が良い。

❺怒らない実践・まず一呼吸おいて、
相手の話を
聞くことを心がけています。

読。先ず受ける実践。

子

㈲アイリンクスジャパン

岸川 和正
小倉倫理法人会

会員

㈲パラダイムチェンジ
店長

古川 秀則（娘婿）

筑紫倫理法人会

㈲アイリンクスジャパン
代表取締役

❶父の会社に入社する条件として。
❷以前は父と会話するのが嫌で嫌でいつも逃げ
ていました。父の会社に入社してからは毎週土
曜日のＭＳに参加し、
終了後は仕事の振り返り
とお互いの近況を伝えあうようになっています。
今ではＭＳでは父が会長、
私が進行をしている
のでいつも横にいる存在です。
（笑）
❸何事にも全力で行うところ。
❹倫理する前はかなりの頑固親父でしたが、
今も頑固親父なのでもう少し倫理を学んで
柔軟な親父になって欲しいです。
❺「はい」の実践をやっています。
子

父

幹事

❶社長が倫理法人会に行って気になり、社
長からの勧めで入会した。
❷社長と共通のコミュニケーションがとれるよ
うになった。

父

岸川 善治

小倉倫理法人会

代表取締役会長

会長

❶「職場の教養」
がほしくて。

時、
筑後の武久さんに誘われて・
・。
の応対。子女名優。

中野 和城

福岡市西倫理法人会

副事務長

❶普及の為、入会していたが会には出席せ
ず、過ごしていた。青年委員会の準備委員
会参加がきっかけです。
❷ 以前は相手の話の途中で自分の意見を

❸素直です。
（まだ純情には届いていません）

言っていたが、相手の話を最後まで聞く様

為、会話も増え、分かち合えていると思う。

❹即行・完遂の徹底。

にしてます。

❸「すなお」
なところ仕事とメリハリをつける。

❺仏壇での朝・晩ご先祖への挨拶とお礼を始

❹健康であればいい。

め元気なハイと挨拶。

❺「認め」
できるだけ責め心を捨てる。

父

㈲パラダイムチェンジ
代表取締役

梅嵜 剛

春日・なかがわ倫理法人会

会長

❶松原照明相談役と大津正和 SVのご紹介
で入会しました。
❷倫理に関することで共通の話題となり、話
せるようになった。

❸これと思ったら1つの方向に進む。

❸ものごとを投げ出さない。

❹我が強い。

❹服装・身なりに気を付けてほしい。

❺自宅のトイレ掃除。

❺掃除、
お墓参り、人の話をきちっと聞く。
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㈱中野和一郎商店
代表取締役

Ｓ終了後に事務所で仕事の振り返りをする

❸良い事と思ったらすぐに実践されるところ。
❹特になし。
❺先手の挨拶・靴揃え・
トイレ掃除。

子

福岡メッキ技研工業株式会社

梶原 聡

博多倫理法人会

父

福岡メッキ技研工業株式会社
代表取締役

幹事

❶父に誘われてモーニングセミナーに参加、
い
つの間にか入会していた。
❷入会前はほとんど会話がなかったが、今では
公私共に普通に話せるようになった。
❸どんな過酷な状況でもめげない、前向き。家
族・社員を大事にしている。
❹食生活、
暴飲暴食。
はっきり言って食べすぎ。
❺感謝の言葉を口にして伝える。即行。靴並べ。
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子

❷たて皺3本の顔での応対から笑顔でにっこり

それまではほとんど会話はなし。毎週土曜Ｍ

幹事

❶石井真澄さん
（田主丸）
の紹介で入会しました。
❷入会前は会話が少なかったように思いま
す。親子で学ぶようになって、話す機会も多
くなり、昔話の中に親として、子どもに謝る事
もあり、大変良かった思いです。万人幸福の
栞を手にしてくれて有難う。
❸優しい子どもに育ってくれて有難う。
❹親としての思いは元気なら、
それでいいです。
❺人の喜び、
我が喜び：自分の行いが喜んで頂
ける様に行動しています。打つ手は無限：普及
活動・事業・家庭の事すべて、苦難が来ても
何か方法はないか考えられるようになりました。

副塾長（福岡市西倫理法人会所属）

❶平成14年8月福岡市西倫理法人会設立の

岡本 妙子

福岡市南倫理法人会

中野 和義

福岡県後継者倫理塾

❷私の会社に入社条件として毎週ＭＳに出
席するのであれば．
．
．
。

㈱中野和一郎商店

株式会社REN company
取締役

相談役

❶母と寺田一男さんの紹介で入会。

❺毎朝父親と２人で朝礼。倫理の書籍を輪

❺実践している事
母

福岡市南倫理法人会

❷父親の仕事の失敗を責めなくなった。自分

ペース。

㈱融広
代表取締役

専任幹事

❶５年前に父親の会社に転職。入社したその

❷普通に話して、普通に仕事して、常にマイ

❸お互いの良いところ

姉川 亮平

久留米市倫理法人会

地区長

真似をするどころか親子断絶、口も利かない、心の通わない親子も世の中には数多くあります。
そういった中、
福岡県倫理法人会で共に学ぶ6組の親子にスポットを当てました。後継者問題に悩む経営者の会員の方。
ぜひ御一読ください。

梶原 博司

福岡県倫理法人会

広報委員長（博多倫理法人会所属）

❶会社再生のめどが立った時、当時の博多倫
理法人会宮崎会長・森井次期会長が来社
され、
お誘いを受けたためその場で入会。
❷息子が富士研での研修を受けたことを機に
以前に比べて話す機会が増えた。
❸家庭を大事にして妻や子供とよく関わって
いるところ。
❹親譲りで気が利かないところがあるので、
こ
れは直して欲しい。
❺ごみ拾い、家族との朝夕の挨拶、
「 有難う」
の声かけ。
R inri FUKUOKA
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Topics

【地区別】単 会トピックス

福岡北東地区 博多倫理法人会

4月22日
（土）
「良い夫婦の日カップルボーリング大会」
を開催
博多倫理法人会では会員さんとそのご家族を集めて毎年「良い夫婦の日カッ
プルボーリング大会」
を開催しています。
３回目を数える今回も21組90名と、
多く
の参加を頂きました。毎回参加者も増え、年齢幅も1歳児から80歳代までと幅
広いのですが、
段々年齢が若くなってきているようです。
楽しく盛り上がったプレー後は場所を八仙閣に移し、
表彰式と懇親会を開催。
疲れた体を休めながら楽しい食事と表彰式で大いに盛り上がり、
博多倫理法
人会の元気を実感する一日となりました。 博多倫理法人会 幹事 黒瀬 裕之

表彰と懇親会

福岡中央地区 天神倫理法人会

報告

天神の新名物、
いろいろ学ぶナイトセミナー

福岡県倫理法人会

“設立35周年＆4,000社達成記念式典”の報告

毎月1回、天神倫理法人会は
『ナイトセミナー』
を開いてます。経営者の
つながりを深めるために、2016年9月から開催。天神倫理法人会所属の
広報の会社、特殊自動車の会社、
コンサルタント会社の経営者などに講
師を依頼。会社の経営方針やアイデア発想法などのお話を通じて、倫理
を共に学んでいます。2017年5月は、天神倫理法人会《医療法人喜和会
喜多村クリニック》の喜多村邦弘さんのセミナー
『ここまで可能になったガ
喜多村邦弘氏
ン治療最前線』。人生を改めて考える、素晴らしいセミナーでした。参加は毎回無料です。未会
員さんも参加できますので、
お誘い合わせのうえ、
ご参加ください。
天神倫理法人会 広報委員長 岡部 八郎

福岡県倫理法人会は本年創立35周年にあたります。6月5日に6年来の念願であった会員企業

福岡中央地区 福岡市城南倫理法人会

数4,000社を達成しました。

ガンのお話を通じて倫理を学びました

「アゴーラ福岡山の上ホテル＆スパ大濠花火大会」鑑賞会

丸山敏秋理事長をお迎えし、35周年の式典において、487名の出席者の前で理事長に達成の
御報告ができたことを心から誇りに思います。
目標達成に向けて私は県内のスーパーバイザー、
ア

報告

募集

会員様やご家族、
ご友人の皆様と一緒に美味しい食事と美しい花火を堪能しましょう。

ドバイザーの方々に御指導を頂きながら、33単会の会長に毎日電話をかけて目標達成への協力を

【 場 所 】アゴーラ福岡山の上ホテル＆スパ

お願いしてきました。
この思いを受けて執行部、各単会の会長、役員の皆さん、そして会員の皆

【開催日】8月1日
（火）18：00〜20：00

さんがひとつになって努力して頂いたお陰で、
この偉業を
成し遂げることができました。改めて御礼申し上げます。
また県外からお祝いに駆けつけて頂きました多くの方々にも心から感謝申し上げます。
しかし、
これは私たちにとってはまだまだひとつの通過点です。
ここで足を止め
ることなく
「ゆるぎない4,000社」
を確立し、創始者の生誕の県として自信と誇りを
持って邁進してまいりましょう。
ありがとうございました。
福岡県倫理法人会

会長

食事会（宴会場）
20：00〜21：30 花火鑑賞（屋上特別観覧席）
【参加費】
「前払いチケット制」 お一人様 10,000円
お子様料金 4,500円（小学生高学年・中高生） 2,500円（小学生低学年）
【 定 員 】先着120名
（定員に達した時点で受付終了いたします。）
［注意事項］
※花火大会雨天中止、
順延の場合でも8/1の食事会は開催されます。
参加費の返金はございません。

詳しくは、事務局までお問合せください。ＴＥＬ 092-409-2103 福岡市城南倫理法人会事務局

大江 義夫

（春日・なかがわ）

各種名入れ販促品販売
［ カレンダー・うちわ・タオル 等 ］

近藤玲子

（春日・なかがわ）

お庭、お困り事ございませんか？
剪定

福岡

検 索

（福岡市城南）

で検索して下さいね。

35周年記念式典の実行委員長を仰せつかった時、事の重大さに
「本当に私でいいのか。大丈
夫だろうか」
という思いが頭を去来しました。
しかしながら大事な式典だからこそ私に任されたんだ
と気付いたとき、今度は感動と責任感に燃え立つ思いになりました。
担当

そしてその思いを実行委員会のメンバーが共有してくれたとき、
「この式典は絶対成功する」
と

小野 千鶴子

携帯 090-2964-8082

確信しました。結果としては悲願だった4,000社達成と重なり予想以上の盛り上がりとなって大盛
会の裡に終えることができました。

〒818-0134 福岡県太宰府市大佐野2-14-18

御出席頂いた会員の方々に心から御礼申し上げます。有難うございました。
設立35周年記念式典
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〒816-0932 大野城市瓦田4-11-17

実行委員長

長野 正治

TEL 092-587-2977 FAX ０９２-587-2978

0120-976-187

株式会社 宮原福樹園 代表 宮原 博幸
R inri FUKUOKA
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会 員 ご 紹 介

「人」シリーズ

倫理を学んで
こんなに変わった！
中島 一人（なかしま かずひと）さん

「気づいて、
楽しんで」

2015年5月入会／北九州市中央倫理法人会

福岡市東倫理法人会 女性委員

去年の５月に入会しました。
役を受ける事でこんなに人前で話す機会が多くなるとは思いもよりませんでした。
考えられません。倫理は「イエス・ハイ」な

入会のきっかけ
澤田専任幹事からお声掛けいただいて参
加し、福岡市東倫理法人会の阿部専任幹
事のスピーチが気になり入会しました。
実践していること
●出社時に感謝の意を述べる事
●「職場の教養」
を毎日読み、
1日の目標を明確にたて、
仕事に望む事
●率先して「Yes、
はい」で何にでも取り組む事
一言
まずは3ヶ月頑張ってみようと思いましたが、
今では普及拡大副委員
長のお役を拝命しております。楽しみながら学び、
実践に移し、
自分
自身も会社も大きくしていきたいと思っております。

実践していること
朝礼で「職場の教養」を活用し、社員との
コミュニケーションを円滑にしています。

ので・
・
・会員スピーチをしてからは、仕事
で大勢の前で説明会や挨拶をする機会
が増えました。緊張しながらも前向きに楽

一言
倫理法人会に入会して、たくさんの気づきを得るようになりました。
倫理の学びを積極的に行います。

しむ事が出来るようになりました。

難波 洋子

社名 株式会社SeaGlass 役職 代表取締役社長
会社創業 2016年8月 従業員数 2名
（アルバイト含む）
業種 学生就職支援/採用コンサルティング

入会のきっかけ
北九州市中央の大石会長です。

まさかの“会員スピーチ”。以前の私には

代表

2016年12月入会／中洲川端倫理法人会

社名 安全工業株式会社 役職 代表取締役
会社創業 1969年3月
従業員数 13名 業種 安全施設工事

まだ入会して日が浅いのですが女性委員を拝命しました。

モアライフ

中澤 胤貴（なかざわ かずき）さん

実践の大切さを教えて頂いた倫理に
感謝しています。
福岡市東倫理法人会の定例役員会に出席

森

「父が教えてくれたこと」

福岡市南倫理法人会に入会し、
１年半が経ちました。当初は幽霊会員だった私です
に苦難。仕事も忙しく、
お役から逃げ出そうとした時も、福岡市南倫理法人会の皆さんと
出来ました。父の病気は私に気づきをあた
えてくれました。父が大切にしてきた血の繋
がり、祖先との繋がり。私は今これを辿って
代わり、毎月祖先へのお墓参りをするように

西山 功一

なりました。今まで気づけなかった、
親祖先と
の繋がりを教えてくれた父と倫理に感謝し
ています。

（あさくら）

（筑紫）

（福岡市中央）

近藤みなこ ビジネスコラム④ 「アイコンタクト」
をスキルアップ

れることが多いです。彼らが教えてくれるよ
うに、
コミュニケーションの始まりは、
アイコ
ンタクトです。
理系男性の多くは、
初対面でのアイコンタ
クトが苦手・
・
・と、
おっしゃる方が多いです。
しかし、
このアイコンタクトこそが、印象
を決定づける重要なファクターなのです。
いかに丁寧であっても、目線が合わな
ければ、なにも意味をなしません。逆に言
うと。
アイコンタクトが取れれば、丁寧でな
くても気持ちが伝わる要素が大きい、の
です。

お問い合わせ： 090-3732-9846

ホームページ： 近藤みなこスキルアップ・ラボ

R inri FUKUOKA

入会のきっかけ
ＳＨＯＰ８７８の田中社長よりご紹介戴いた金
川相談役から「いいけんおいで。」
と“知る
会”に誘われ､あれよあれよと…（笑）
実践していること
･極上元気に活動する｡
･感謝の気持ちは業績であらわす｡
一言
多の津の皆様、
お手柔らかに。
（笑）

モーニングセミナーで進行のお役をいただいています

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。
みなさんは、
アイコンタクトの重要性を
どのくらい認識していますか？
実は、笑顔や丁寧な所作やピシャッとし
た身だしなみよりも大事なことは、
アイコン
タクトです。最近、
コンビニのスタッフでは
外国人スタッフが増えましたね。彼らの振
る舞いは、言葉遣いにこそ不足があるにし
ても、
アイコンタクトは完璧に取ら

06

社名 株式会社マツレン 役職 執行役員広域営業部長
会社創業 1963年10月 従業員数 30名
業種 包装資材・食品容器を中心とした総合卸業

入会のきっかけ
石田副会長へ独立開業の挨拶で行った際
に、
優しくお誘いをいただきました。
ありがとうございます！感謝！
実践していること
モーニングセミナーの講話で、
自分でもできそうだなと思ったことを、
とりあえず真似してやってみること。
一言
歴史ある福岡市倫理法人会でモーニングセミナー委員長という
大役を頂き、
自単会や他単会のモーニングセミナーに参加して、多
くの気付きや出会いを頂いています。今後は一緒に倫理を学ぶ仲
間（特に税理士）
を増やしていきたいです。

倫理のお陰でこの苦難を受け入れる事が

営業

2017年3月入会／福岡市多の津倫理法人会

社名 森健史税理士事務所 役職 代表税理士
会社創業 2016年9月 従業員数 3名
業種 税理士

が、
今では研修委員長のお役を頂いています。昨年10月、
父が脳梗塞で倒れました。
まさ

います。その中で、私は後遺症がある父に

小池 浩彰（こいけ ひろあき）さん

2016年6月入会／福岡市倫理法人会

福岡市南倫理法人会 研修委員長

㈱東海日動パートナーズ九州

健史（もり たけし）さん

検 索

ブログを
書いています

●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）

（飯塚）
テトラエッグは
雛から大切に育てています。

（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

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

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。

TEL 092-271-6120

FAX 092-282-0111
http://www.marinehotel-sinkan.jp/
R inri FUKUOKA
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福岡県レクチャラー養成塾
終塾生MSスピーチ推薦者を御紹介します。
それぞれ研修の成果を中身の濃いテーマでお届けします。
名

前

所属単体

名

姉川 亮平（あねがわ りょうへい） 久留米市倫理法人会
【法人レクチャラー】
國府 昭一（こくふ しょういち）

前

所属単体

太郎良 和孝（たろうら かずたか） 福岡市早良倫理法人会

【法人レクチャラー】

福岡市城南倫理法人会

今泉 義文（いまいずみ よしふみ） 中洲川端倫理法人会

王 愛（おう あい）

福岡市多の津倫理法人会

大羽 淳一（おおば じゅんいち） 飯塚倫理法人会

尾崎 公夫（おざききみお）

福岡市多の津倫理法人会

髙城 和幸（たかぎ かずゆき）

福岡市東倫理法人会

田中 正春（たなか まさはる）

福岡市西倫理法人会

辻 洋幸（つじ ひろゆき）

太宰府倫理法人会

中村 寛（なかむら ひろし）

筑紫倫理法人会

原 卓嗣（はら たかし）

おんが・宗像倫理法人会

4/

福岡市中央倫理法人会

【県内レクチャラー】

（日）

報告
於：ミクニワールドスタジアム北九州

福岡県倫理法人会

18 モーニングセミナー委員会

（木）

ライジングゼファー福岡
（バスケットボール）

会員交流委員会

副委員長

中村 寛

ギラヴァンツ北九州
（サッカー）

R inri FUKUOKA

第27回

寺子屋倫理塾

報告
於：八仙閣本店

5月22日、
八仙閣にて第27回「寺子屋倫理塾」
を開催しました。
今回は、
例年課題となっていた“より細かいおもてなし”を行う為、
動員目標を150名に設
定し、
143名の方々にご参加いただきました。皆様からはお喜びの声と笑顔をたくさん頂くこ
とができ、
青年委員一同大変嬉しく思います。
健康住宅㈱の畑中社長の講話は、
良いと思った事はすぐ取り入れるという即行の実践
や、
社員の人生を本気で考えていることがわかる温かいお話で大変素晴らしい内容でした。
これからも青年委員会は若手経営者・社員の活気あふれる力で倫理活動を続けて参り
ますので、
どうぞよろしくお願いいたします！
！ 福岡県倫理法人会 青年委員長 横田 勝大

6/

3・4

講師

畑中 直氏

後継者倫理塾の風景

研修委員会

報告

現地セミナーに参加して 於：スコーレ若宮

現地セミナー
【幹部・社員コース】
を受講させて頂き、会社、仕
事、家族のことなどいろいろなことを思い考えさせられました。
日常
は現場に行きバタバタして疲れて帰るの繰り返しです。机に座って
講義を受け貴重な“考える”時間ができました。
セミナーの中でチー
ムワークの大切さ、
言葉で伝える、
しっかり聞くなど難しさが経験で
きました。現在、
実践している事の継続と
「即行即止」
を取り組み、
会社に戻って実践、
セミナー資料を見直しながら今の気持ちを切らさないようにします。
次回は
【経営者コース】
に参加します。
セミナーに参加できる環境に感謝します。
ありがとうございました。
福岡市城南倫理法人会

株式会社清潔空間福岡

弊社は起業して2年目を迎えました。
そこで今回現地セミナーに社員4名と共に
初参加致しました。参加理由は、
社員と心合わせ今後頑張って行きたい。
そのきっ
かけになればと思ったからです。
そして社員からは、
参加してよかったです！と嬉しい報
告を受けました。短く限られた時間の中で、
異業種の方々と一つの目標に向かって
心を合わせることの素晴らしさ。諦めずに最後まで頑張る事で初めて得られた達成
感は貴重な体験だったと思われます。
その後社内の共通の言語に
「気づいたら直
ぐする。」
「即行即止」
が加わりました。必ずできると自分を信じて、
何事も最後まで諦
めずやり通せるチーム造り目指し、
「純情
（すなお）
」
が習慣となる様に実践します。
福岡市城南倫理法人会

7/

福岡県倫理法人会 模擬・経営者モーニングセミナー

「凛とするモーニングセミナーを体験」於：KKRホテル博多

幹事

営業部長

藤丸 秀樹

経営者コース

報告

5月18日、70社
（内、未会員6社）
の御参加を頂き模擬･経営者モーニングセミナーが無事に終わりました。本当に
有難うございました。当日は役員朝礼からスタート、県の大江会長をはじめ小川事務長、各単会のモーニングセミナー
委員長の総勢20名がぴったり気持ちを合わせたことで、一点集中気持ちをあわせる事が美しい結果になる勉強を
させて頂きました。
そして力強く凛とした声の司会進行役石橋直樹さん、気持ちがこもった
「朝の挨拶」の小松恵美
さん、最後に気持ちが引き締まった
「誓いの言葉」の竹原正喜さん達のお陰で全体が凛とするモーニングセミナーに
なりました。
その後3社の入会を頂いたとの報告がありました。
倫理法人会の要になるこの模擬・経営者モーニングセミナーが6月13日の35周年＆4,000社達成記念式典に貢
献することができました。感謝申し上げます。
福岡県倫理法人会 モーニングセミナー委員長 嘉悦 涼子
08

（月）

青年委員会

（土）（日）

4月30日、新設のミクニワールドスタジアム北九州でギラヴァンツ北九州の応援ツアーを開催しました。応募人員
50名のところ、75名もの倫友の皆様にお集まりいただき誠に有り難うございます。お陰様で当日のゲームは勝利で
飾ることが出来ました。
現在、福岡県倫理法人会会員企業のプロチームには、J2リーグ2位のアビスパ福岡、B3リーグからB2へリーグ昇
格したライジングゼファーフクオカ、
そしてJ3リーグ7位のギラヴァンツ北九州と3団体あります。
是非、今後も皆様の応援、
よろしくお願い致します。
（チーム成績は平成29年5月30日現在です。）

5/

22

幹部社員コース

会員交流委員会
30 ギラヴァ
ンツ 北九州の応援ツアー を開催

アビスパ福岡
（サッカー）

5/

紹介

瀨田 和正（せた かずまさ）

【県内レクチャラー】

委員会トピックス

15

（土）

副会長 えんまん株式会社

朝礼委員会
第13回

活力朝礼コンクールのお知らせ

【 日 時 】平成29年7月15日
（土）

開場 12：30

代表取締役

吉岡 由紀子

告知

開演 13：00〜16：00

【 場 所 】大野城まどかぴあ大ホール 大野城市曙町2-3-1

決勝出場企業８社が決まりました。今年の活力朝礼コンクールに是非お越しください！
第13回 活力朝礼決勝進出企業
出場順位

社

名

地区名

単会名

出場順位

社

名

地区名

単会名

1

㈲パン・ド・ミー

県南地区

大牟田市

5

㈱つばき電設

福岡中央地区

福岡市中央

2

㈱ヒラカワ

県南地区

筑後

6

㈱へいせい

福岡中央地区

伊都

3

第一生命保険㈱

福岡筑紫地区

春日・なかがわ

7

九州ＳＳＫ㈱

福岡北東地区

福岡市多の津

4

丸喜鋼業㈱

北九州西地区

北九州市洞海

8

㈱ハリー

福岡筑紫地区

春日・なかがわ

第12回 最優秀賞企業（実演）㈲タイヤチップセンター
［筑紫］
R inri FUKUOKA
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20

（木）

委員会トピックス

女性委員会

倫理婚活パーティー 〜出会いを応援〜

募集

昨年好評でした“倫理婚活パーティー”を今年も開催いたします！
締め切りは7月14日
（金）
ですので早目にお申込み下さい。
【開催日】平成29年7月20日
（木）
【 時 間 】19：00〜21：00 【受付開始】
18：30
【 定 員 】40名
（男性20名・女性20名） 【参加資格】独身の成人男女（共に40代まで）
【 場 所 】天神テルラホール

4Ｆ 福岡市中央区渡辺通5-25-18

【応募締切】7月14日
（金）定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。
【参加費】お一人様

4,000円

お問い合わせ ＴＥＬ 092-481-1774

福岡県倫理法人会事務局

福岡県後継者倫理塾

追跡レポート！

担当：長浜

第4コーナーを回っていよいよ終盤！
これまでの学びを最終課題で実を結ばせようと、
塾生は燃えているようです。
総リーダー 山隈 敦司氏の最終レポートをお届けします。

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！
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。

後継者倫理塾の修了式に向かって・
・
・
後継者倫理塾での学びも早８ヵ月が過ぎました。今まで当たり前だったことがとても
ありがたいことだったと気づき、厳しく辛いことは幸福の門と知りました。何よりも今まで
の学びの一切は
「実践」によって証明されることを体験してきました。今塾生一同、修
了式へ向けて最終課題に取り組んでいます。
仲間と共に、一つのゴールに向かって信じ合いながら活動を行っています。倫理を知
るために倫理を学ぶのではなく、
もちろん後継者倫理塾で評価されるために実践する
のでもありません。
この塾での学びは会社のために活かしてこそ意義があるものと言う
事を強く確認しています。
残りわずかです。塾生１６名全員で最高の修了式に向かって頑張っていきます。
第４期生

10
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福岡市倫理法人会

株式会社てら岡

山隈 敦司

山隈 敦司氏

経営者モーニングセミナー
会場一覧

福岡北東 地区

福岡県倫理法人会には、33の会場があり経営者モーニングセミナーを
開催しています。各会場への参加は自由です。
色々な会場へ足をお運びください。

●福岡市東倫理法人会

★各単会の色はモーニングセミナーの開催曜日を示します。

北九州東 地区
●行橋倫理法人会

北九州西 地区
火

事務局電話／0930-26-3086 開催時間／6：00〜7：00

●北九州市倫理法人会

水

●飯塚倫理法人会

事務局電話／092-409-2103 開催時間／6：00〜7：00

火

会場／のがみプレジデントホテル
住所／飯塚市新立岩 12-37

事務局電話／0948-26-5770 開催時間／6：00〜7：00

●北九州市中央倫理法人会

火

会場／北九州八幡ロイヤルホテル
住所／北九州市八幡東区枝光 1-1-1

会場／ホテルクラウンパレス小倉
住所／北九州市小倉北区馬借 1-2-1

事務局電話／093-551-7639 開催時間／6：00〜7：00

事務局電話／093-883-8381 開催時間／6：00〜7：00

●豊前市倫理法人会

●おんが・宗像倫理法人会

木

会場／豊前商工会議所
住所／豊前市八屋 2013-2

事務局電話／0979-82-0115 開催時間／6：00〜7：00

●北九州みやこ倫理法人会

金

会場／南原文化センター 2 階大ホール
住所／京都郡苅田町富久町 1-25-1

事務局電話／093-953-8788 開催時間／6：00〜7：00

●小倉倫理法人会

土

事務局電話／093-551-7639 開催時間／6：00〜7：00

福岡中央 地区

●直方準倫理法人会

木

会場／アスカコーポレーション㈱ 4F
住所／直方市下境 427-8

事務局電話／0948-43-3322 開催時間／6：00〜7：00

●北九州市洞海倫理法人会

金

事務局電話／093-693-5310 開催時間／6：00〜7：00

福岡筑紫 地区
月

会場／㈱環境技研 3F
住所／糸島市前原北 1-6-34

火

●太宰府倫理法人会

水

会場／太宰府天満宮 余香殿
住所／太宰府市宰府 4 丁目 7-1

事務局電話／092-558-2287 開催時間／6：00〜7：00

●筑紫倫理法人会

木

事務局電話／092-433-7200 開催時間／6：00〜7：00

事務局電話／092-400-2022 開催時間／6：00〜7：00

●福岡市中央倫理法人会

●福岡市南倫理法人会

水

会場／ＫＫＲホテル博多
住所／福岡市中央区薬院 4-21-1

金

会場／第一薬科大学 国試薬学ゼミナール２Ｆ研修室
住所／福岡市南区塩原 2-9-23

事務局電話／092-433-7200 開催時間／6：00〜7：00

事務局電話／092-558-4145 開催時間／6：00〜7：00

●福岡市西倫理法人会

●春日・なかがわ倫理法人会

木

会場／トライ・アム サンカクヤ姪浜店
住所／福岡市西区内浜 1-15-43

事務局電話／092-433-7200 開催時間／6：00〜7：00

●福岡市城南倫理法人会

土

会場／一品香 雑餉隈店
住所／福岡市博多区竹丘町２-３-９

事務局電話／092-558-4145 開催時間／6：00〜7：00

●博多みなと倫理法人会

火

会場／福岡サンパレス
住所／福岡市博多区築港本町 2 番 1 号

事務局電話／092-473-3052 開催時間／6：00〜7：00

●福岡市多の津倫理法人会

水

会場／福岡サンパレス
住所／福岡市博多区築港本町 2 番 1 号

事務局電話／092-692-7335 開催時間／6：00〜7：00

●中洲川端倫理法人会

木

会場／インペリアルパレスシティホテル福岡
住所／福岡市博多区中洲 5-2-18

事務局電話／092-409-2103 開催時間／6：00〜7：00

●博多倫理法人会

金

会場／ホテル日航福岡
住所／福岡市博多区博多駅前 2-18-25

事務局電話／092-434-5251 開催時間／6：00〜7：00

●あさくら倫理法人会

事務局電話／0946-24-6366 開催時間／6：00〜7：00

●久留米市南倫理法人会

火

会場／社会福祉法人 ヴィオラ研修センター
住所／久留米市大善寺町宮本 1468-2

事務局電話／0942-40-7250 開催時間／6：00〜7：00

●久留米市倫理法人会

水

会場／ホテルニュープラザ久留米
住所／久留米市六ツ門町 16-1

事務局電話／0942-40-7250 開催時間／6：00〜7：00

●柳川・大川倫理法人会

水

会場／浄光寺
住所／柳川市大和町六合 973-2

事務局電話／0944-77-6401 開催時間／6：00〜7：00

会場／久留米ビジネスプラザ
住所／久留米市宮ノ陣 4-29-11

事務局電話／092-433-7200 開催時間／6：00〜7：00

火

会場／ニュー松屋
住所／朝倉市甘木 726-1

●久留米市東倫理法人会

金

会場／アゴーラ山の上ホテル＆スパ
住所／福岡市中央区輝国 1-1-33

●福岡市早良倫理法人会

事務局電話／092-409-2103 開催時間／6：00〜7：00

県南 地区

会場／大野城市総合福祉センター 3F
住所／大野城市曙町 2-3-2

会場／タカクラホテル福岡
住所／福岡市中央区渡辺通 2-7-21

火

会場／ホテルセントラーザ博多
住所／福岡市博多区博多駅中央街 4-23

木

事務局電話／0942-40-7250 開催時間／6：00〜7：00

●大牟田市倫理法人会

土

会場／福岡記念病院別棟２Ｆ レクチャールーム
住所／福岡市早良区西新 1-1-35

会場／ホテルニューガイア オームタガーデン
住所／大牟田市旭町 3-3-3

★スケジュール等詳しくは、福岡県倫理法人会ホームページに掲載されております。
不明な点は各単会の事務局へお問い合わせください。

●筑後倫理法人会

事務局電話／092-433-7200 開催時間／6：00〜7：00

木

事務局電話／0944-57-2314 開催時間／6：00〜7：00

福岡県倫理法人会 HP アドレス http://www.rinri-fukuoka.jp

会場／研修会館船小屋 TAKEMATU
住所／筑後市北長田 803

金

事務局電話／0942-42-2815 開催時間／6：00〜7：00
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事務局電話／092-433-7200 開催時間／6：00〜7：00

●天神倫理法人会

事務局電話／093-701-7131 開催時間／6：00〜7：00

会場／ホテルクラウンパレス北九州
住所／北九州市八幡西区東曲里町 3-1

会場／小倉リーセントホテル
住所／北九州市小倉北区大門 1-1-17

●伊都倫理法人会

水

会場／グローバルアリーナ
住所／宗像市吉留 46-1

●福岡市倫理法人会

倫理ふくおか 福岡県倫理法人会

会場／京都（みやこ）
ホテル
住所／行橋市宮市町９-１８

月

会場／ホテルレガロ福岡
住所／福岡市博多区千代 1-20-31

R INRI FUKUOKA

福岡県倫理法人会

