
　　     　　　　　　　  　【※○の日はウェルカムモーニングセミナーの日です！】
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「倫理に触れて、実践した
結果」

馬場美紀子法律事務所
弁護士

馬場　美紀子 「逆境は人生の転機」

大城戸 ますみ

℡0995-71-0312

米丸　麻希子

阿久根　清掃作業

福岡県　法人レクチャラー
（株）若本屋

若本　泰弘 「親の教え」

宮崎県倫理法人会　MS委員長
スマイル・シェアリング

「自分軸を持つ」

鹿児島県鹿屋警察署　署長
警視

「創始者とつながる」

℡0996-62-1511

奄美倫理法人会　会長
（株）HISANO通信システム

鹿児島県MS委員長
(有)福岡美装

倫理研究所　普及事業部　部長

ホテルキング

清水　良朗

田中　義臣

矢野　雅則
「純粋倫理を学び人生が善くなった

パートⅡ」

講　話角屋敷　浩太

熊本県　法人レクチャラー
那須セメント工業(株)

指宿フェニックス
ホテル

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

会員スピーチ　～実践目標・報告～

岩田　三千生

那須　一郎

鹿児島東 相談役・法人ＳＶ
㈱Ｃｏａｃｈ喜働

石堂　修一

「純粋倫理入門」その③

「鹿児島の神話を日本遺産に」

「人材育成について」

塩川　哲郎

「倫理は人生の羅針盤」

わかばサロン
（薩摩川内市原田町27-13）　薩摩川内中央

℡099-224-2211

「逆境は人生の転機」

塩川　哲郎

ＤＶＤ研修　「万人幸福の栞解説第4条～万象我師～」「全個皆完の企業経営」

「万人幸福の栞 解説第5条」
-夫婦対鏡-

「万人幸福の栞 解説第9条」
-破約失福-

SHIROYAMA　HOTEL
kagoshima

東　清三郎

講　話

　鹿児島市

「倫理に出逢って」

「倫理と会計はどんな関係に
あるのかな」

　鹿児島南

　鹿児島中央℡099-471-1200

東京都　法人アドバイザー
（株）ウインローダー

℡099-253-2020

鹿児島東 相談役・法人ＳＶ
㈱Ｃｏａｃｈ喜働

鹿児島東倫理法人会　会員
(医)尊徳幸徳会 毛利歯科ｸﾘﾆｯｸ

高嶋　民雄

霧島市倫理法人会　会員
(有)天国

鹿児島県 青年委員長
やさい村

埼玉県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ

（株）鯉平

鹿児島中央倫理法人会
城山観光（株）代表取締役社長

「純粋倫理を学びつくしたい！」

SHIROYAMA　HOTEL
kagoshima ℡099-224-2211

「鹿児島ブランド構想」島尻　順子

松野下　剛市 大倉野　忠幸

鹿児島南倫理法人会　幹事
山形屋パーキング（株）

℡099-253-2020

鹿児島中央倫理法人会　幹事
（株）ASPICE

鹿児島市倫理法人会　副会長
松野下剛市公認会計士事務所

サンロイヤルホテル2F

｢この勉強に出会えて
よかった｣

入会式
「つくし園の子どもたちを通して」

「倫理経営の要諦」

熊本県　法人レクチャラー
日本生命保険相互会社

久野　博

　薩摩川内市 わかばサロン
（薩摩川内市原田町27-13）

℡0996-27-0088
（薩摩川内市倫理法人会事務局）

田上　康朗
地方産業経営研究所
中小企業診断士

宮内　秀樹
倫理研究所　普及事業部
九州沖縄方面　副方面長

子ども発達支援センター
つくし園　園長

軍神　利喜男

　指　　宿

「モーニングセミナーのちから」小林　宗義

東川　隆太郎 「南薩の神話について」

熊本県　法人レクチャラー
（株）トライスター

有村　香織

野村　和弘
南薩倫理法人会　副会長
(有)野村電機

会員スピーチ　～あなたの出番です！！

　霧 島 市　南　　薩

℡0997-54-1137

℡0993-78-3840西文具店2F

　出　　水

DVD研修

黒川　剛

℡0995-65-6681

講　話

土井　幸喜会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

霧島市倫理法人会 　相談役
土地家屋調査士 重田久事務所

国分スターレーン
（国分野口北1617-1）

「私なりの倫理の実践
『ほめ達！』」

鹿屋体育大学　自転車競技部

西迫　基美

　姶　　良

上村　秀智郎

和田　毅

かのや大黒
グランドホテル

会員スピーチ　～あなたの出番です！！

小澤　充寛

講　話

　大　　隅

佐賀県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ

福岡建設(株) 福岡　敬貢 講　話

℡0994-44-5511

℡0993-23-4111

㈱ランドアート
2Fホール

「みる、見る、観る」

「二つの心」

熊本県　法人レクチャラー
(株)玉名サンクリーン

福岡県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ
(株)ドゥアイネット

「倫理との出会い、そして17の
実践」

講　話ミスミ歯科医院

講　話重田　久「信成万事：信じるとは」

馬場美紀子法律事務所
弁護士 馬場　美紀子

　志 布 志

　鹿児島東 サンロイヤルホテル3F

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

ホテルポラリス

「ご縁に感謝」毛利　英樹

大分県　法人レクチャラー
（同）矢野商店

会員スピーチ「栞第11条「万物生々」から学び感じたこと・実践したこと」

霧島市倫理法人会　会員
(株)有村菜果園

牧尾　正臣 講　話
出水倫理法人会　幹事
（有）MDS

熊本県　法人レクチャラー
マックスジェイティ(株)代表取締役

城戸　雄生
『ダメ経営者、倫理を学ぶ！

無敵の人生』

倫理法人会事務所

決意発表及び実践報告

　奄　　美

講　話

一斉清掃

NPO法人まちづくり地域ﾌｫｰﾗﾑ
かごしま探検の会代表理事

上村　秀智郎 「自分軸を持つ」

三角　龍太郎

鹿児島県MS委員長
(有)福岡美装

戸田　徹男 「性は生きる力」

熊本県　法人レクチャラー
（株）リアルサービス 堤　泰之 「己が一切である」」 全国一斉清掃　（城山周辺）

SHIROYAMA　HOTEL
kagoshima

鹿児島中央 相談役・法人SV
㈱岩田組

倫理研究所　名誉研究員

倫理研究所　名誉研究員 戸田　徹男 「性は生きる力」

石堂　修一 「鹿児島の神話を日本遺産に」
南薩倫理法人会　会員
(有)石堂　　代表取締役

℡099-224-2211　鹿児島北℡0996-27-0088
（薩摩川内中央倫理法人会事務局）

鹿児島県 女性委員長
福みちる家

南薩倫理法人会　会員
(有)石堂　　代表取締役福満　操子 「捨て切ったことで得たもの」

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

（一社）日本気象予報士　会員
川内川あらしプロジェクトリーダー 今村　聡 「川内川あらし」について

DVD研修

ホームページ
http://www.kagoshima-rinri.net/

令和 元年 鹿児島県倫理法人会

経営者モーニングセミナー一覧表６月


