
　　     　　　　　　　  　【※○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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会員スピーチ　～あなたの出番です！！

「純粋倫理入門その⑤」
～心境向上と人間関係～中園　大喜

「なぜ純粋倫理を学ぶのか」

指宿フェニックス
ホテル

会員スピーチ　～実践目標・報告～ 「夢を叶えるために」
ホリプロ所属
スポーツキャスター

「経験は宝」

福岡県　法人レクチャラー
(有)あねがわOAシステム 姉川　亮平 「打つ手は無限」

「勤労歓喜」

ＤＶＤ研修　「繁栄への軌跡」

出水の吟遊詩人

鹿児島中央 相談役・法人SV
㈱岩田組

指宿倫理法人会　会員
(株)中園久太郎商店

「商品のブラッシュアップ」

奥　ゆかり

岩田　三千生

倫理研究所 理事 研修室室長 中西　康成

ＤＶＤ研修

サンロイヤルホテル
3F ℡099-253-2020

「子供の才能を伸ばす」

℡099-471-1200

会員スピーチ　～あなたの出番です！！

会員スピーチ　～あなたの出番です！！

出水倫理法人会　相談役
（株）はしコーポレーション

「倫理に触れて、実践した結果」

鹿児島東倫理法人会　会員
ネガネサンド鹿児島 瀬戸山　太一 「思考は現実化する」

会員スピーチ　～あなたの出番です！！

　鹿児島東

倫理研究所　研修室 主席

ＤＶＤ研修　「万人幸福の栞解説第5条～夫婦対鏡～」

加藤　和子

「恩の意識」

酒匂　和喜

会員スピーチ

霧島市倫理法人会　相談役
土地家屋調査士重田久事務所

倫理研究所　普及事業部
九州沖縄方面　副方面長

福岡県　法人レクチャラー
(有)三幸工業 植木　秀人

鹿児島県　青年委員長
やさい村

宮下　純一

角屋敷　浩太

ホテルポラリス

大分県　法人アドバイザー
税理士法人プロスパー 代表社員 加藤　公利 「役を演じきる」

紗希CCオフィス
キャリアコンサルタント

　鹿児島中央
SHIROYAMA　HOTEL

kagoshima

重田　久

倫理研究所　普及事業部
九州沖縄方面担当研究員 嶌本　真人 「一貫の倫理」

会員スピーチ　～あなたの出番です！！

南薩倫理法人会　会員
(有)石堂

鹿児島市倫理法人会　副専任幹事

Ｂ，Ｂ cLub優髪 中野　光博

枦　壽一

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

三田　敏和

姶良倫理法人会　幹事
梅山ギャラクシー

テツロウハナサカ

倫理研究所　普及事業部
九州沖縄方面担当研究員 嶌本　真人

℡0994-44-5511

鹿児島住みます芸人 キカンタレ 假屋 講　話

講　話

「かしこい相続・贈与の話

㈱ランドアート
2Fホール　姶　　良

石堂　修一

鹿児島東 相談役・法人ＳＶ
㈱Ｃｏａｃｈ喜働

塩川　哲郎 「実践報告＆講話」

「自分が変わらなければ！」

出水倫理法人会 会員
(有)イズミ薬局

出水倫理法人会 会員
橋口住眞後援会事務所

鹿児島県倫理法人会　幹事長
(有)二幸食鳥

(社福）純真福祉会　保育所型
たちばなこども園　副園長

横峯　真

「矜持はあるか」

「予祝で目標達成だ」

倫理研究所　研修室研究員 田上　不折

「人間万事塞翁が馬」
今思うこと…

講　話

℡0996-27-0088
（薩摩川内中央倫理法人会事務局）

村野　克共

　霧 島 市

「儲けるから儲かるへ」
～倫理実践の極意～平尾　勝

甲胄工房丸武産業　社長 田ノ上　智隆

℡0995-71-0312

講　話

℡099-224-2211　鹿児島北

宮内　秀樹 「倫理経営の要諦」

　薩摩川内中央
「最高に樂しい朝」

SHIROYAMA　HOTEL
kagoshima

わかばサロン
（薩摩川内市原田町27-13）

シーゲル小野 「明治から現代に至る流行歌変遷」

℡0993-23-4111　指　　宿 ℡099-224-2211

℡0995-65-6681

「視点を変える」

国分スターレーン
（国分野口北1617-1）

講　話

「鹿児島の神話を日本遺産へ」

大矢　文男Ｃａｎｆｏｒａ　Ｃｏｍｐａｎｉ 　特別顧問 「もの創り体験談」

薩摩川内中央倫理法人会　会員
村野社会保険労務士事務所

鹿児島中央倫理法人会　幹事
（株）ＡＳＰＩＣＥ

「天に貯金を」
福岡県　法人レクチャラー
サンファーム

大倉野　忠幸
福岡県　法人レクチャラー
さくら労務サポート事務所 松木　知代恵

「倫理と出会い、私の変化」

「苦難の時こそ、明朗愛和」

鹿児島東倫理法人会　会員
三井住友海上火災保険(株)

篠原　禎典

　鹿児島南

「なぜ純粋倫理を学ぶのか」

香月　榮子

東　清三郎

岩田　三千生

　出　　水
中西　康成

℡0996-62-1511

倫理研究所　研修室 室長

「生かされて生きる」

℡099-224-2211　鹿児島市

「人材教育について」

SHIROYAMA　HOTEL
kagoshima

鹿児島北・中央・南　会員
城山観光(株)代表取締役社長

℡099-253-2020

鹿児島中央 相談役・法人SV
㈱岩田組

サンロイヤルホテル2F

濱田　隆弘

鹿児島県副知事 「働きがいのある仕事」

「今日一日、一日一生」

倫理研究所　研修室 主席

鹿児島南倫理法人会　会員
（同）和総

平尾　勝

「言葉の力」

中村　かおり

「儲けるから儲かるへ」
～倫理実践の極意～

鳥越　慎一

「純粋倫理とは なにか？」

　薩摩川内市 わかばサロン
（薩摩川内市原田町27-13）

　奄　　美

講　話

℡0996-27-0088
（薩摩川内市倫理法人会事務局）

薩摩川内市倫理法人会　会員
（株）南日本銀行 川内支店長

講　話

℡0997-54-1137倫理法人会事務所

堂園　喜明

橋口　住眞

かのや大黒
グランドホテル　大　　隅ホテルキング

野下　一隆
鹿児島市倫理法人会 専任幹事

(有)ホームガイド

「一日一生」

会員スピーチ　～あなたの出番です！！

会員スピーチ　～あなたの出番です！！

倫理研究所 理事 研修室室長 中西　康成

阿多小学校　校長

℡0993-78-3840

「なぜ純粋倫理を学ぶのか」

鹿児島大学　客員教授 「竹屋神社は、焼酎神社」

「chanter la vie !
苦難福門→打つ手無限」

鹿児島市倫理法人会　相談役
ソワレ・ド・パリ

　南　　薩

入会式　・　「会員スピーチ　～あなたの出番です！！」

熊本県　法人レクチャラー
グランツ(株)

吉田　秋正 「今日を精一杯生きる」

ギフトショップ堂園

会員スピーチ　～あなたの出番です！！

春田　賢一

決意発表及び実践報告

肥後昭信税理士事務所 肥後　昭信

鹿児島東 相談役・法人ＳＶ
㈱Ｃｏａｃｈ喜働 塩川　哲郎

「万人幸福の栞 解説第6条」
-子女名優-

会員スピーチ～栞15条「信成万事」から学び感じたこと・実践したこと～

西文具店2F

長野　公紀 「私が思う言葉の大切さ」

鹿児島南倫理法人会　会員
（株）篠原

　志 布 志

鮫島　吉廣

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７月


