
　　     　　　　　　　  　【※○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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１５ １７ 　　にっこり笑って、エイと一声　かけ声勇ましく、

２２ ２４ 　　かたい扉をおし開こう。その奥には光明、歓喜の

２９ ３１ 　　世界がまっている。苦難は福門に入る狭い門である。

　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） 　鹿児島市 サンロイヤルホテル2F ℡099-253-2020 　鹿児島南

SHIROYAMA　HOTEL
kagoshima ℡099-224-2211

薩摩川内中央倫理法人会幹事
村野社会保険労務士事務所

村野　克共 講　話
鹿児島市倫理法人会　相談役
ソワレ・ド・パリ

加藤　和子
「万人幸福の栞！に導かれし日々。

→薩摩スピリットを世界へ♡」
鹿児島南倫理法人会　会員
(有)ニューメルヘン

渡辺　町子 「おかげさまです！！」

倫理研究所　九州沖縄方面
担当研究員

鶴川　宗弘 「倫理実践の対象」
鹿児島中央 相談役・法人SV
㈱岩田組

岩田　三千生 「純粋倫理の内容」
鹿児島中央倫理法人会　会員
鹿児島市立犬迫小学校

花山　潤治
「命の時間が長くなる

三つの方法+α」
姶良倫理法人会　事務長
㈲ｱｸﾃｨﾌﾞｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ

福里　光行
心の経営

～実践力をたかめよう～
出水倫理法人会　専任幹事
（有）松山塗装

重藤　和徳 「人生すべて『これが良い』」
倫理研究所　九州沖縄方面
担当研究員

鶴川　宗弘 「実践のきっかけ」

鹿児島北倫理法人会　会員
社労士あとがみ事務所

跡上　宏樹 「日々好日」
鹿児島県倫理法人会　青年委員長

やさい村
角屋敷　浩太

「人との出会いや
与えられた環境に感謝」

Ｇａｉｇｏ鹿児島外語学院 手嶋　道男 「グローバル人材とは」

鹿児島県倫理法人会　相談役
（株）桂造園 間世田　吉宣 「『運命自招』～全ては自分から～」

鹿児島北 相談役・法人ＳＶ
㈱Ｃｏａｃｈ喜働 塩川　哲郎 「17ヶ条の実践」

鹿児島南倫理法人会　副会長
宝来良治事務所 宝来　良治 「子育てと教育と倫理」

　奄　　美 倫理法人会事務所 ℡0997-54-1137 　出　　水 ホテルキング ℡0996-62-1511 　大　　隅 かのや大黒
グランドホテル

塩川　哲郎 「17ヶ条の実践」
南薩倫理法人会　幹事
（同）西日本エナジー

濱田　陵

℡0994-44-5511

会員スピーチ　決意発表及び実践報告
鹿児島県倫理法人会 MS委員長
Cielo

中村　賢司 「いのちと感謝」 会員スピーチ　～あなたの出番です！！

「おごりと過信」

神奈川県平塚市倫理法人会
(株)クラスモア　代表取締役 坂本　玖実子 「人生は信念の強さで決まる！」 会員スピーチ　～あなたの出番です！！ （一社）パーソナルサービス 大倉　一真 「地域共生・共育・共働の社会をめざして」

会員スピーチ　～あなたの出番です！！
鹿児島北 相談役・法人ＳＶ
㈱Ｃｏａｃｈ喜働

倫理研究所　九州・沖縄方面
方面長

那須　隆 「『祖霊迎拝』の倫理」
出水倫理法人会　顧問
(有)いとう

伊藤　浩樹 講　話 錦江町　副町長 三反田　みどり 講　話

東京都紀尾井町倫理法人会相談役

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ大学校 理事長 中谷　昌文 講　話
筋整流法　北薩摩腱引き道場
道場主 押川　義弘 講　話

　鹿児島北
SHIROYAMA

HOTEL　kagoshima ℡099-224-2211 　霧 島 市 国分スターレーン
（国分野口北1617-1）

℡0995-71-0312 　姶　　良 ㈱ランドアート
2Fホール

℡0995-65-6681

姶良倫理法人会　事務長
㈲ｱｸﾃｨﾌﾞｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 福里　光行

「で,何が問題？人生の基本は
倫理！！」

鹿児島南倫理法人会　会員
(有)ニューメルヘン 渡辺　町子 「おかげさまです！！」

鹿児島北倫理法人会　事務長
Ｍｉｅｋｏ’ｓ 田代　美恵子 「倫理を学ばせて頂いて…感謝」

奄美倫理法人会　会長
（株）HISANO通信システム 久野　博 講　話

指宿倫理法人会　会長
指宿シーサイドホテル(株) 有村　純賴 講　話

鹿児島中央 相談役・法人SV
㈱岩田組 岩田　三千生 「倫理実践の要諦」 会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

鹿児島南倫理法人会　会長
農業生産法人そのやま農園(株) 園山　宗光 「会長職と会社経営に通じること」

(株)Ｌｉｃｈｔ 福元　直子
「心を照らす『あかりことば』～人を

幸せにする人が幸せになる～」
霧島市倫理法人会　会員
（株）EARNEST-MUST 増本　秀宣 講　話

福岡県　法人アドバイザー
大江建築設計事務所 大江　義夫 「実戦に真心を込めて」

(株)原口商事 﨑元　秀紀 「燃える瞬間」
霧島市倫理法人会　事務長
ポーラ エステインCOLOR 溝口　理恵子 「コンプレックスと運命」

　南　　薩 西文具店2F ℡0993-78-3840 　指　　宿 指宿フェニックス
ホテル

℡0993-23-4111 　鹿児島中央
SHIROYAMA　HOTEL

kagoshima ℡099-224-2211

会員スピーチ～万人幸福の栞第11条「万物生々」から
学び感じたこと・実践したこと～

鹿児島市倫理法人会　幹事
カナルファ穂森事務所 穂森　幸一

「倫理と終活　モトヲワスレズ、
スエヲミダサズ」

鹿児島市倫理法人会  会員
特別養護老人ホームはっぴー園 松村　武久 「我が人生に悔いなし！！」

「倫理経験発表」
福岡県　法人アドバイザー
大江建築設計事務所 大江　義夫 「実戦に真心を込めて」

西尾市倫理法人会　会員
語り部ふみの会　代表 田中　ふみ枝 「語り部は幸せの道～心即太陽」 ＤＶＤ研修　「繁栄への軌跡」

トドグローバルコーポレーション

代表社員
サナブリア　ディエゴ

松村　武久 「我が人生に悔いなし！！」
鹿児島北 相談役・法人ＳＶ
㈱Ｃｏａｃｈ喜働 塩川　哲郎

「人は変われる」

鹿児島市倫理法人会　幹事
AIG損害保険(株) 中島　宏充

「倫理を学び、相手を思う行動
で人生が豊かになる」

鹿児島市倫理法人会　幹事
だいご司法書士事務所 竹之内　太吾

℡0996-27-0088
（薩摩川内中央倫理法人会事務局）

「地球倫理とSDGs」

鹿児島県倫理法人会朝礼委員長
(有)アテナス 中村　正文 「活力朝礼の進め方」 ＤＶＤ研修　「繁栄への軌跡」

池畠　泰光 「信なくば立たず」
鹿児島市倫理法人会  会員

特別養護老人ホームはっぴー園

講　話 ＤＶＤ研修

鹿児島県議会議員 田中　良二 講　話

　志 布 志 ホテルポラリス ℡099-471-1200 　薩摩川内中央 わかばサロン
（薩摩川内市原田町27-13）

薩摩川内中央倫理法人会　監査
成川耕太郎後援会 成川　幸太郎 講　話

～苦難
く な ん

は幸福
こ う ふ く

の門
もん

～志布志倫理法人会　幹事
スナックおかえりなさい 枦山　美和子 講　話 会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

大隅倫理法人会　幹事
(有)新小倉自動車 新小倉　一馬

(株)農Ｌｉｆｅ 丸野　晃一 講　話 会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

鹿児島県倫理法人会　相談役
（株）桂造園 間世田　吉宣 「『運命自招』～全ては自分から～」

会員スピーチ　～実践目標・報告～

休　会　（祝日）

鹿児島県倫理法人会　会長
（株）城山ストアー

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10月

万人幸福の栞 第2条「苦難福門」


