
　　     　　　　　　　  　【※○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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「カネ、カニ、カミ、栞はトリセツ」

ホテルポラリス

講　話

℡0996-27-0088
（薩摩川内中央倫理法人会事務局）

℡0994-44-5511

講　話

穂森　幸一

目差　武博

井上　貴文 講　話

会員スピーチ　～実践目標・報告～

熊本県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ
おがたフードサービス(有)

℡099-471-1200

ＤＶＤ研修

加世田　貴博

「職人経営者の実践」

南薩倫理法人会　会長
(有)野村電機

鹿児島南倫理法人会 専任幹事

（株）FOR S．

会員スピーチ ～栞17条「人生神劇」から学び感じたこと・実践したこと～

郷原　拓東 講　話

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

『名門鹿児島を掲げ「心即太陽」～
やってやり抜く！3年ビジョン～』

　志 布 志

若山　啓子 「事業体験報告」

志布志市立香月小学校　校長
志布志市校長協会　会長

『夫婦対鏡
「～妻の一言で会社が変わる～」』

間世田　吉宣

沖縄県　法人レクチャラー
(有)うるま産業

(株)おおすみ観光みらい会議
業務執行責任者

「倫理と終活（反始慎終）」

加世田花園

徳留　忠敬 「人生は『信』によって成る」
鹿児島北倫理法人会　相談役
㈱Ｃｏａｃｈ喜働

大山　宏記

講　話

緒方　一義

指宿倫理法人会　会員
(株)唐船峡食品

沖縄県　法人ﾚｸﾁｬﾗｰ
(有)傘愛 山城　るり子

「動けば変わる！動けばわかる！」

講　話星　真理

福山　辰徳

鹿児島中央 相談役・法人SV
㈱岩田組

鹿児島中央 相談役・法人SV
㈱岩田組

　指　　宿

岩田　三千生

西文具店2F

指宿倫理法人会　会員
明治ミルクまま　指宿宅配センター

鹿児島南倫理法人会 専任幹事

（株）FOR S． 大山　宏記

沖縄県　法人ﾚｸﾁｬﾗｰ

(株)BELLZ　沖縄支店

「つながる」「倫理との出会い そして17の実践」野村　和弘

「信成万事～予祝～」

℡0993-78-3840
指宿フェニックス

ホテル

「大和魂のﾙｰﾂ？日本固有文化と
古代ｲｽﾗｴﾙとの不思議な共通点」

　南　　薩
SHIROYAMA　HOTEL

kagoshima

「人生が変わるモーニングセミナー」

「愛和の家庭を築く」岩田　三千生

城間　一

鹿児島県倫理法人会　会長
（株）城山ストアー 池畠　泰光

鹿児島中央倫理法人会　会員
(株)ヒガシマル
鹿児島県倫理法人会　幹事長
(有)ホームガイド

　鹿児島中央

℡0995-65-6681

「みる、見る、観る」

「なぜ今倫理法人会なのか」

頌峰（しょうほう）

鹿児島市倫理法人会　幹事
AIG損害保険(株)

野下　一隆

℡0993-23-4111

鹿児島中央 相談役・法人SV
㈱岩田組

会員スピーチ

「倫理を学び、相手を思う行動で
人生が豊かになる

「合わせる力」

鹿児島市・北倫理法人会　会員
鹿児島サンロイヤルホテル

奥　智行

倫理研究所　法人局
普及事業部　部長

和田　毅

「社員・仲間とともに歩む」

ガラス作家

「全身全霊をかけて」

「『祖霊迎拝』の倫理」

鹿児島南倫理法人会　幹事
（一社）恵友苑　代表理事

　姶　　良

　奄　　美

沖縄県　法人ﾚｸﾁｬﾗｰ
ケーキの店 プール・ヴー 源河　光雄

霧島市倫理法人会　会員
倫和会（アクサ生命保険）

『いつでもどこでも「心即太陽」』
(モーニングLiveセミナー）

㈱ランドアート
2Fホール

沖縄県　法人レクチャラー
(同)サンサン

国分スターレーン
（国分野口北1617-1）

かのや大黒
グランドホテル　大　　隅

大隅倫理法人会　会員
(株)大隅半島農林文化村

玉置　哲弥

「先約優先のすすめ」

那須　隆 濱田　隆弘
鹿児島県　普及拡大委員長
(有)二幸食鳥

鹿児島市倫理法人会　幹事
(株)ツボゼン

　霧 島 市

中村　綾美

上坪　正哉

高岡　美菜子 「倫理法人会に入会して」

ホテルキング

シーゲル小野 「人生はメリーゴーラウンド」

サンロイヤルホテル2F

名城　幸男

鹿児島県倫理法人会　会長
（株）城山ストアー

「オストミーになって教えられた」 池畠　泰光

　鹿児島南

沖縄県　法人ﾚｸﾁｬﾗｰ
竹尾内装店

薩摩川内中央倫理法人会 幹事
(株)宇都組

「今こそ『新』に挑む」

「生み出すこと＝自分と向き合うこと」
『名門鹿児島を掲げ「心即太陽」～
やってやり抜く！3年ビジョン～』

「みる、見る、観る」
倫理研究所　法人局
普及事業部　部長 和田　毅

中島　宏充

「動けば変わる！」

宇都　孝洋

　鹿児島市

「倫理の出会いとお役に感謝」

SHIROYAMA　HOTEL
kagoshima

広島県 相談役 法人ﾚｸﾁｬﾗｰ
(株)グローバルコスモ

わかばサロン
（薩摩川内市原田町27-13）

℡099-253-2020

（公社）日本オストミー協会
鹿児島県支部　支部長

講　話 黒川　義之

石澤　隆之

℡099-224-2211　薩摩川内市
田代　美恵子 講　話

沖縄県　会長　　法人ﾚｸﾁｬﾗｰ

(株)okicom

鹿児島県倫理法人会　会長
（株）城山ストアー

池畠　泰光

小渡　玠

鹿児島北倫理法人会　事務長
Mieko’ｓ

℡0996-27-0088
（薩摩川内市倫理法人会事務局）

「苦難福門～役を受けて、自分が
変わり、人が変わる～」

　出　　水

赤木　マキ

沖縄県　法人ﾚｸﾁｬﾗｰ
きゃん司法書士事務所

熊本県　法人ﾚｸﾁｬﾗｰ
(株)スペック 髙宮　今朝秀 「夢は叶う（倫理体験から）」

東京都　普及拡大委員長
(株)PMA　代表

シンガーソングライター会員スピーチ　決意発表及び実践報告

鹿児島市倫理法人会　幹事
カナルファ穂森事務所

SHIROYAMA
HOTEL　kagoshima ℡099-224-2211　鹿児島北

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

「運命自招～すべては自分から～」
奄美倫理法人会　会員
(有)あさひ龍生堂薬局

沖島　衛 「断食とオートファジー」

倫理研究所　九州・沖縄方面
方面長

喜屋武　力

三本　釈世
薩摩川内中央倫理法人会　幹事
幸洋産業(株)

　薩摩川内中央 わかばサロン
（薩摩川内市原田町27-13）

DVD鑑賞

「倫理に救われた私～出会いが運
命を変える」

岩田　三千生
「自己を高める～心境向上と

人間関係～」

℡0997-54-1137倫理法人会事務所

姶良倫理法人会　幹事
フクシマヤスシ事務所 福島　恭志 「新説 鹿児島＝神護島」

鹿児島県倫理法人会　相談役
(株)桂造園

℡0996-62-1511

℡0995-71-0312

講　話

東　勤 「私の人生の歩みの中で感じたこと」

長崎県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ
(株)トータル 永木　保史 「時代到来」

私たちの生活と人生は運命という不可抗力で左右されるもの
ではありません。自分の力で切り開くことができるのです。
境遇も、自分の心の通りに変わっていくのです。運命を切り
開き、境遇をつくるのも自分自身です。努力がすべてで、や
ればできるのです。

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

℡099-224-2211

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11月

万人幸福の栞 第3条「運命自招」
～運命は自らまねき、境遇は自ら造る～


