
　　     　　　　　　　  　【※○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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「やってみたら」

鹿児島県倫理法人会 広報委員長

ハロハロプラス 山本　雄一

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

企業組合「ほのぼの」
所長

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

「腱引き療法との出会いと喜び」

令和３年度辞令交付及び三役による新年度方針発表

倫理研究所　法人局　顧問
アシスト・クルー(株) 長嶋　徹 「得るは捨つるにあり」

(株)パワープラント
代表取締役

講　話

永井　美砂江 「専業主婦から・・・」

℡099-224-2211

鹿児島中央倫理法人会 会員
（特非）マンガプロジェクト鹿児島

℡0995-71-0312

「私の気付いた成功の法則」

SHIROYAMA
HOTEL　kagoshima

㈱ランドアート
2Fホール

休　　会

「富士研で学んで」

℡0993-23-4111

「夫婦で協力し合う為の
言葉かけひとつ・・・」

こもれびの森
代表

農土家園

会員スピーチ　「私の暴露本」

岩切　礼

かのや大黒
グランドホテル

「人手不足解消のためにできること」

「富士研『経営者倫理セミ
ナー』に参加して！」

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
方面長

西　律子 講　話

鹿児島南倫理法人会　会長
(株)ＦＯＲ Ｓ. 大山　宏記

那須　隆

宮之原　明子

倫理研究所　法人局　顧問
アシスト・クルー(株)

「ピンチをチャンスに！！変化を楽しむ！人
の魅力と商品の魅力が最高の武器！」

長嶋　徹

(株)清友
代表取締役
鹿児島南倫理法人会　幹事
(株)タマリバ

　万人幸福の栞　第１条「日々好日」

～今日は最良の一日、今は無二の好機～

「倫理で『強い経営者』になれる」上坪　正哉

「鬼手仏心」

岩田　三千生 「地球倫理の推進」

佐賀県　法人スーパーバイザー

(株)福岡工務店

鹿児島中央 相談役・法人SV
(株)岩田組

会員スピーチ

四元　重美

　鹿児島中央

大隅倫理法人会　幹事
大海酒販(株)

鹿児島市倫理法人会 副会長
(株)ツボゼン

「目指せ！‟漫画化家”大逆転の人
生へ」～さらば、三日坊主～

倫理研究所　監事
税理士法人久遠 前原　幸夫

山下　正博

℡099-224-2211

「倫理と出会って」

SHIROYAMA
HOTEL　kagoshima　鹿児島南

　大　　隅

「縁ありて花ひらき
恩ありて実をむすぶ」

「感謝と恩返し！」

「得るは 捨つるにあり」

℡0994-44-5511

℡099-253-2020　薩摩川内市 わかばサロン
（薩摩川内市原田町27-13）

倫理研究所　理事
(株)芝寿し

℡0996-27-0088
（薩摩川内市倫理法人会事務局）

サンロイヤルホテル2F　鹿児島市
梛木　春幸

上坪正哉・中野光博
竹之内太吾

姶良倫理法人会　副会長
(株)樹楽

梶谷　晋弘

鹿児島県倫理法人会 幹事長
(有)ホームガイド

野下　一隆

二見　晴彦

「人生が変わる
モーニングセミナー」

鹿児島市倫理法人会 副会長・専任幹事

鹿児島県倫理法人会 青年委員長

国分スターレーン
（国分野口北1617-1）

　出　　水
新役員抱負

押川　義弘

鹿児島中央 相談役・法人SV
(株)岩田組

決意発表及び実践報告

　奄　　美 ℡0997-54-1137

℡099-224-2211

岩間　竜一

倫理法人会事務所 ホテルキング

　霧 島 市

倫理研究所より配信されているＷｅｂ動画の鑑賞

安　慶陽

　指　　宿

指宿倫理法人会　幹事
大同生命(株)

「野球と家族の在り方」

鹿児島市倫理法人会 専任幹事

Ｂ，Ｂ ｃＬｕｂ優髪 中野　光博
霧島市倫理法人会　会長
Ｌｉｆｅ ｍａｐ Ｊａｐａｎ(有)

℡0993-78-3840

倫理研究所
名誉研究員

元プロ野球選手 松永　浩美

中西　浩

　鹿児島北

俵積田　恵美子 「杉並東倫理法人会に参加して」

会員スピーチ　「新年度決意発表」

角屋敷　浩太

　南　　薩

鹿児島北倫理法人会　会員
(有)フローリスト飾り屋

西文具店2F

SHIROYAMA
HOTEL　kagoshima

福岡　敬貢 「聴く実践が効く」

講　話

「捨てる」

鹿児島南倫理法人会　専任幹事

やさい村

指宿フェニックス
ホテル

大江　義夫
「『ハイと受け切る』

心の持ち方が大事。」

南薩倫理法人会　会員
（福）別府福祉会

「経験は宝」

休　　会

下田平　ひろみ

鹿児島南倫理法人会　会長
(株)ＦＯＲ Ｓ. 大山　宏記 「感謝と恩返し！」

福岡県　法人アドバイザー
大江建築設計事務所

薩摩川内市倫理法人会 会長
アーチ(株) 橋口　清子

入会式
「事業体験発表」

薩摩川内市倫理法人会 幹事
若松石油(株)

若松　和郎 「事業体験発表」

薩摩川内市倫理法人会 専任幹事

ちあふるラブ 川畑　真 「事業体験発表」

薩摩川内市倫理法人会　事務長

(株)石原建設 石原　浩一 「事業体験発表」

倫理研究所　教育業務部
主席 木村　英夫 「変わる人」

　志 布 志 ℡099-471-1200ホテルポラリス

鹿児島県倫理法人会 大隅地区長

克企画(株) 黒木　克大 講　話

鹿児島中央 相談役・法人SV
(株)岩田組

鹿児島北 相談役・法人SV
(株)Coach喜働

塩川　哲郎 「自然にまかせて生きる」

会員スピーチ　～実践目標・報告～

岩田　三千生 「地球倫理の推進」

℡0995-65-6681

岩田　三千生 「地球倫理の推進」

倫理研究所
名誉研究員

田形　健一 「一十百千万の実践」

℡0996-62-1511

新役員抱負

　姶　　良

「今やる勇気」

ビデオ研修

出水倫理法人会　幹事
腱引き笑顔　北薩摩道場

和田　新
「好きなことなら自分がやらな

くて良い理由を探さない」

会員スピーチ　～あなたの出番です！！～

決意発表

姶良倫理法人会　副専任幹事
(株)ＬＢ 長濵　千尋 「倫理と出会って」

「岩間流！倫理法人会の
楽しみ方」

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

各会場で感染防止対策を推進しております。
Web MSも併用している単会もございます。詳しくは各単会
事務局へお問合せ下さい。

９月

寒い日、暑い日、雨の日といろいろあるけれど、どの日がよ
くて、どの日が悪いということはありません。今日がいちば
んよい日なのです。その今日は、今この一秒の集積ですから、
「今がいちばんよいときだ」と、気づいたことを直ちに行な
い、テキパキと処理することが成功の秘訣、健康の勘所です。


