
　　     　　　　　　　  　【※○の日はウェルカムモーニングセミナーの日です！】

火 水 木
７ ① ２

１４ ８ ９

㉑ １５ １６

２８ ２２ ２３

２９ ㉚
火 水 金

７ １ ３

１４ ８ １０

㉑ １５ ⑰
２８ ２２ ２４

㉙ ３１

火 水 金
７ １ 3

１４ ８ １０

㉑ １５ ⑰
２８ ２２ ２４

㉙ ３１

火 木 金
７ ２ ３

１４ ９ １０

２１ １６ １７

㉘ ２３ ２４

㉚ ㉛
火 木 土

２８ ２３ ㉕
３０

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！！～

℡099-224-2211

℡0996-27-0088
（薩摩川内中央倫理法人会事務局）

SHIROYAMA　HOTEL
kagoshima

「小さな命を大切に」

「  二つの心  」「天候気候と事業の盛衰」

保岡　宏武

「倫理とリーダーシップ」

ＮＰＯ法人　くすの木自然館

SHIROYAMA　HOTEL
kagoshima

人生は、「選択」と「決定」の
連続である！徳留　忠敬

和田　真理子

鹿児島中央 相談役・法人SV
㈱岩田組

「倫理に触れて、実践した結果」
鹿児島中央倫理法人会　幹事
（株）ASPICE

　鹿児島北

大倉野　忠幸

指宿フェニックス
ホテル

新原　隆一

鹿児島市 相談役・参事
㈱Coach喜働

長崎県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ
（株）ドゥアイネット 土井　幸喜

「死について、皆で考えましょう。」
鹿児島市倫理法人会　会員
保岡宏武後援会連合会

℡099-224-2211

「出逢いに感謝、笑顔に感謝」

鹿児島南倫理法人会　会員
街中ｺﾃｰｼﾞﾌﾟﾗｰﾅ・（株）篠原

「活力朝礼で会社が変わる」

篠原禎典・松下あきこ

SHIROYAMA　HOTEL
kagoshima

西村　てる子

　鹿児島南

鹿児島南倫理法人会　幹事
(株)ＦＯＲ Ｓ.

穂森　幸一

講　話

℡0994-44-5511
かのや大黒

グランドホテル

横峯　真 「 言葉の力 」

大山　宏記

霧島市倫理法人会　会長
(有)国分石油店

「黒い羊と白い羊」
長野県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ
(株)アスク

鹿児島県倫理法人会　会長
㈱桂造園

間世田　吉宣 「試され事が…自分をつくる」

「神のかたちに倣う生き方」

　大　　隅

　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）

川畑　真
薩摩川内中央倫理法人会　事務長

ちあふるラヴ
講　話

南洲哲学研究会　代表 山城　洋一
入会式

「"敬天愛人”を現代に活かす」

　鹿児島市

　鹿児島中央

℡0993-78-3840
国分スターレーン
（国分野口北1617-1）

鹿児島県看護協会　元会長

℡0993-23-4111

鹿児島市倫理法人会　幹事
カナルファ穂森事務所

℡099-253-2020サンロイヤルホテル2F

ホテルポラリス

　鹿児島東

南アカデミー IBS外語学院
学院長

宝来　良治

南　徹

会員スピーチ　～実践目標・報告～

～第６００回ＭＳ記念～
「対話は命」

サンロイヤルホテル3F

倫理研究所　名誉研究員

㈱ランドアート
2Fホール

高目　和昭

℡0995-71-0312

南薩倫理法人会　会員
ｈａｉｒ　Ａrce 今垣内　正

鹿児島北倫理法人会　事務長
(有)ヒューマンクリエイト設計 森　朗

　南　　薩 西文具店2F

℡0997-54-1137倫理法人会事務所

熊本県　法人ﾚｸﾁｬﾗｰ
㈱Ｆｉｒｓｔ

　姶　　良

　奄　　美

南日本新聞社
薩摩川内総局長

　出　　水

「勇気を出して実践！！」

講　話

℡0996-62-1511

大隅倫理法人会　事務長
（株）Ｖｅｓｐａ

ホテルキング

決意発表及び実践報告 会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

鹿児島市倫理法人会　会長
（株）はやま

河合　伴治
鹿児島中央倫理法人会　幹事
（株）ASPICE

鹿児島県倫理法人会　研修委員長
(有)美容室 大山悟 大山　悟

大分県　法人アドバイザー
明るい農村ぽかぽか

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

「倫理経営ビフォーアフター」

井上　喜三郎

小佐井　憲彦

佐藤　博治

愛知県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ
有楽製菓(株)

倫理研究所　名誉研究員 宇都　進一郎

たちばな保育園

「　全て必然　」

「 私とボランティア 」

講　話

講　話

　志 布 志

鹿児島南倫理法人会　幹事
鹿児島県議会　議員

鹿児島　命を大切にする会
会長

℡099-471-1200

休　会

　指　　宿

浜本　麦

「出会いに感謝」

「世界の常識をめざす倫理法人会」

小山　秀一

壇上　隆昭

羽山　晴彦

大分県　法人レクチャラー
（医）ひまわり歯科

シンガーソングライター 若松　沙奈枝 「音楽で出逢ったご縁」 今井　洋子

鹿児島市 相談役・参事
㈱Coach喜働

徳留　忠敬

講　話

大隅倫理法人会　会員
（株）ホンダ販売　鹿児島東 武笠　聖史

℡0995-65-6681

休　会

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

倫理研究所　名誉研究員 井上　茂勝 「倫理が伝える繁栄のヒント」

「　言　霊　」

２

岩田　三千生 「純粋倫理入門」その④

南　佳祐

℡099-253-2020

南記念クリニック　院長

　薩摩川内中央 わかばサロン
（薩摩川内市原田町27-13）

℡099-224-2211

「 夫婦対鏡（妻と私と父と母と）」

岩田　三千生 「　岐路に迷わば　」

４
千葉県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ
(株)まるや 荒井　久満 「良い結果は準備次第」 ⑨ 福岡県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ

大江建築設計事務所

会員スピーチ 　 ～新年号『令和』を迎えて～
「万人幸福の栞解説 」
第4条　「万象我師」

大江　義夫 「実戦に真心を込めて」 １１
鹿児島中央 相談役・法人SV
㈱岩田組

１８
大隅倫理法人会　幹事
フルール(有)
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

２１
鹿児島中央倫理法人会　幹事
（株）ASPICE 大倉野　忠幸 「倫理に触れて、実践した結果」 １６

地方産業経営研究所
中小企業診断士 田上　康朗

中小企業論
「人生経営、増収増益方」

「　聴く実践が効く　」会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

ＤＶＤ研修

坂元　真智子 「倫理に出会い得た事」

鹿児島市倫理法人会　副専任幹事

Ｂ，Ｂ cLub優髪
中野　光博 「自分が変わらなければ！！」

「〝決心すれば、やる″
〝やれば、できる″」

「倫理に触れて、実践した結果」大倉野　忠幸

「命輝かして（心即太陽）」

⑭

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

倫理研究所　九州・沖縄方面
副方面長 宮内　秀樹 「倫理経営の要諦」

休　会７
鹿児島東 相談役・法人SV
㈱Coach喜働 塩川　哲郎

休　会

姶良倫理法人会　幹事
(有)スエハル自動車 新原　末春 講　話

会員スピーチ

「１８年目の気付き」

「世界の常識をめざす倫理法人会」

休　会

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

倫理研究所　名誉研究員

講　話

NPO法人 健康ど宝　　理事長 実　和則 「建設は死闘！破壊は一瞬」

会員スピーチ　～栞８条「明朗愛和」から学び感じたこと・実践したこと～

宇都　進一郎

　霧 島 市

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５月


