
　　     　　　　　　　  　【※○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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DVD研修

「心配りと心配性」

「私の生い立ちと会社の経営理念」

講　話

法人局参事　法人ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
税理士法人C&C

倫理研究所　名誉研究員

２７

　志 布 志

㉗

℡0996-27-0088
（薩摩川内中央倫理法人会事務局）

「富士研で学んで」

法人局参事　法人ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
(株)のぐち 野口　起生

立花保育園

わかばサロン
（薩摩川内市原田町27-13）

講　話

　薩摩川内中央
会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

岡庭　武利

鹿児島県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ
(有)天野電装

大分県　法人ﾚｸﾁｬﾗｰ
中信不動産(有)

会員スピーチ～栞12条「捨我得全」から学び感じたこと・実践したこと～

トレーニングコーチ

指宿・山川の語り部

鹿児島南倫理法人会　会員
三九運輸(株)

小川　清春

志學館大学　非常勤講師

　指　　宿　南　　薩

今村　義一瀬口　詠一郎

松下　尚明
「薩摩ことばの味《おやす》を

めぐって」

「倫理実践の対象」後藤　健輔

重藤　和徳

　霧 島 市

　出　　水

℡099-224-2211

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

SHIROYAMA
HOTEL

kagoshima

ウェーブリンク(株)　代表取締役 稲村　徹也

℡0997-54-1137

サンロイヤルホテル2F

(株）九州経済研究所
経済調査部　部長

　鹿児島市℡0996-27-0088
（薩摩川内市倫理法人会事務局）

白石　敬太

　薩摩川内市

PayPay株式会社　営業本部
九州ブロック鹿児島拠点

木本　順子
「”苦難福門・赤ねこで町おこし”
SSD精神ではっぴーかもん！」

SHIROYAMA
HOTEL　kagoshima℡099-253-2020わかばサロン

（薩摩川内市原田町27-13）

宮崎市倫理法人会　会長
みやざき中央新聞

「鹿児島大学の産学連携活動について」

水谷　もりひと 「変態になって翼を広げよう」

℡099-224-2211

「2020年の鹿児島経済」

　鹿児島南

「おかげさま！ありがとう！」

福留　一郎

西畑　良俊

鹿児島県倫理法人会　幹事長
(有)ホームガイド
鹿児島県倫理法人会　会長
鹿児島市倫理法人会　役員

池畠泰光
中島宏充、吉谷公一

「富士研『経営者倫理セミナー』に
参加して！」

春日部市倫理法人会　事務長
office　imacoco(ｵﾌｨｽ ｲﾏｺｺ）

ホテルキング

「キャッシュレス社会につい
て」

　奄　　美

田島　静也

前原　幸夫

倫理法人会事務所

会員スピーチ～決意発表及び実践報告～

出水倫理法人会　会長
(株)宮後印刷 宮後　眞里子

かのや大黒
グランドホテル

℡0994-44-5511　大　　隅

「消防実務管理論」

「心の経営」

熊本県玉名南副会長
(株)玉名サンクリーン

講　話会員スピーチ　～あなたの出番です！！～ 大城戸 ますみ

「倫理との出会い、
そして17の実践」

「倫理の学びと実践」

℡0995-65-6681

℡099-224-2211

「富士研セミナーのその後～妻や社
員との関係が良くなった話！」

「指宿・山川の歴史ロマン②」
～ジョン万次郎とゴンザ～

℡0993-23-4111

佐藤　英夫 

「明朗・愛和・喜働の実践」

倫理研究所九州沖縄方面担
当　　　 研究員

℡099-471-1200

指宿フェニックス
ホテル

指宿倫理法人会　幹事
はろはろぷらす 山本　雄一

ホテルポラリス

鶴川　宗弘

「ハイの実践で道を拓く」

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

野村　和弘

講　話

園山　宗光

SHIROYAMA
HOTEL　kagoshima　鹿児島中央

南薩倫理法人会　会長
(有)野村電機

島津　陽亮

霧島市倫理法人会　会員
(有)天国・県議会議員

福岡県　法人レクチャー
（税）ｏｰtax

大隅肝属地区消防組合
中央消防署 署長消防指令長

鹿児島県　大隅地区長
(株)島津

「運命自招～夢かぎりなく～」

方面会報告

「崩壊から生還へ逆境の乗り
越え方（運命自招）」

「ターニングポイント」

青手木　良次

国分スターレーン
（国分野口北1617-1）

「なかなか自分を変えられない…」

講　話

㉖

大分県　法人レクチャー
(有)かもん

倫理研究所　監事
税理士法人　久遠

風呂井　誠 「インボイス制度について」

法人局参事　法人ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
愛東運輸(株)代表取締役 村山　明子

「倫理法人会からのプレゼン
ト」

℡0995-71-0312 　姶　　良

愛媛県　法人レクチャラー
(有)ミスターハマ 濱田　隆 「ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰは宝の山」

鹿児島県倫理法人会　幹事長
(有)ホームガイド 野下　一隆

出水倫理法人会　専任幹事
(有)松山塗装

鹿児島大学　産学・地域共創
センター　 特任教授

宮崎県　法人レクチャラー
プランニングABC(株)

(有)風呂井会計

「理想の会社は 理想の家庭から」

森山　剛志

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～すべては自分にある～」

野下　一隆 「運命自招～夢かぎりなく～」

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

℡0996-62-1511

鹿児島南倫理法人会　会員
鈴の音

横峯　真

大分県　法人ﾚｸﾁｬﾗｰ
(株)サークル・ワン 一丸　敏雄 「『先義後利』の精神で今がある」

川畑　竜二 講　話

休　会

新原　隆一

薩摩川内中央倫理法人会　幹事

セブンイレブン薩摩川内勝目

会員スピーチ　～実践目標・報告～

中島　宏充「リーダーの危機管理」

西文具店2F

「倫理→素晴らしい仲間との
出会いに感謝」

はっぴー園 桐田　光仁

天野　純一

鹿児島市倫理法人会
副専任幹事　AIG損害保険(株)

芽野　鈴代 「ご縁によって生かされている」

霧島市倫理法人会　副会長
フジワラダンスアカデミー

「倫理を学び、相手を思う行動で
人生が豊かになる」

松木　利徳
「良い事が次々起きる奇跡の

法則」

㈱ランドアート
2Fホール

藤原　啓子 講　話

茨城県　法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ
SP.labo

℡0993-78-3840

霧島市倫理法人会　専任幹事
(有)サザンエステート

⑱

五日市　剛 「運勢のお話」

山本　隆嗣
「成長に必要なこと～共通点はあ

るのか？～」

木村　郁夫

鹿児島北倫理法人会　副会長
青手木行政書士事務所・AR企画

青手木　良次

薩摩川内市立 川内南中学校
校長 霧島　一浩 「トイレ清掃への取組」

休　会

鹿児島北倫理法人会  副会長
青手木行政書士事務所・AR企画

方面会報告
１２

　鹿児島北

⑱

鹿児島北 相談役・法人ＳＶ
㈱Ｃｏａｃｈ喜働 塩川　哲郎 「マリッジプレミアム」

鹿児島県倫理法人会　幹事長
(有)ホームガイド 野下　一隆 「運命自招～夢かぎりなく～」

米丸　まき子

鹿児島南倫理法人会　会長
農業生産法人そのやま農園(株)

ホームページ
http://www.kagoshima-

rinri.net/

令和２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２月

万人幸福の栞 第6条「子女名優」
～子は親の心を実演する名優である～

子は親の顔形から立ち居ふるまい、クセにいたるまでよく似
ていますが、それだけでなく、親の心や行為をそのまま映し出
し、身代わりに実演しているのです。子供が悪くて困るという
とき、子供を責めずに、原因は親にあると自覚し、親自身が
改めるとき、子供は自然に変わっていくのです。

「感謝の心をもって、念ずれば花開く。
毎朝、起きるのが楽しみになる鹿児島
県へ！」


