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会員スピーチ

会員スピーチ

「人の喜びは我が喜び」

長崎県　法人スーパーバイザー

（株）トータル

志布志倫理法人会　会長
（株）ライフコンシェルジュ

「幹部社員研修に参加して」

「事業体験」

「会員事業体験発表」

「明朗は、万全のもと」

「倫理と実践」

姶良倫理法人会　会員
（有）スマイルプラン

永木　保史 「家庭」
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。

鹿児島中央倫理法人会　 会長

(株)ASPICE 大倉野　忠幸

野尻税理士事務所　副所長
（株）BALWANT 代表取締役社長 牛嶋　武司

「背水の陣
～何事も考え方次第～」

久留　紳司 講　話

原田　昌司

「17ヶ条の栞に思うこと」

鹿児島北 相談役・法人SV
(株)Coach喜働 塩川　哲郎

鹿児島南倫理法人会　専任幹事

ソニー生命保険（株） 濱　崇博

青木　智美

　志 布 志 島津ビル２Ｆ
多目的ルーム

℡099-472-0206 　万人幸福の栞　第5条「子女名優」

～子は親の心を実演する～

霧島市倫理法人会　会員
TRIDE MOTOR

岩田　三千生
「倫理経営原点の解説」

9.自他共尊の生き方

鶴川　宗弘 「本を忘れず」
鹿児島中央倫理法人会　会長

(株)ＡＳＰＩＣＥ 大倉野　忠幸 「倫理と実践」

「活力朝礼は繁栄の源」「倫理実践に学ぶ」 ２５
鹿児島中央 相談役・法人ＳＶ
(株)岩田組

１１

大津　正和

鹿児島県倫理法人会　会長
（株）城山ストアー 池畠　泰光休　　会

福岡県　法人アドバイザー
（株）紙資源

「信なくば立たず（倫の道を行く）」

鹿児島中央 相談役・法人ＳＶ
(株)岩田組 岩田　三千生 「得るは捨つるにあり」 １８

(一社)倫理研究所
九州・沖縄方面　研究員

℡099-224-2211

４
鹿児島県倫理法人会　副会長

（有）新小倉自動車 新小倉　龍一
「あなたは、いつまで生きるつもりで

すか？」～学ぶは真似ぶ～
鹿児島中央 相談役・法人ＳＶ
(株)岩田組 岩田　三千生

「倫理経営原点の解説」
10.死を自覚して今を生きる

木 　指　　宿 指宿フェニックス
ホテル

℡0993-23-4111 　鹿児島中央
SHIROYAMA

HOTEL　kagoshima

「会員事業体験発表」
鹿児島中央 相談役・法人ＳＶ
(株)岩田組 岩田　三千生飯迫　俊詠

岩間　竜一 「会長最終日を迎えて」

「倫理指導はすごい！」

３１
鹿児島北倫理法人会　会長
（有）フクオカ美装 上村　秀智郎

霧島市倫理法人会　会長
Life map Japan（有）

鹿児島中央倫理法人会　会長

(株)ＡＳＰＩＣＥ 大倉野　忠幸 「倫理と実践」 ２４
大隅倫理法人会　相談役
（有）ベルかのや

水 　霧 島 市 国分スターレーン
（国分野口北1617-1）

鹿児島県倫理法人会　監査
田中勝男税理士事務所 田中　勝男 「私のついている人生」 会員スピーチ

束前　雅之 講　話

会員スピーチ　　　　　　～実践目標・報告～

　鹿児島北
SHIROYAMA

HOTEL　kagoshima

南薩倫理法人会　会長
（有）野村電機 野村　和弘 「感謝」

元青年海外協力隊員

鹿児島北 相談役・法人SV
(株)Coach喜働

新小倉　龍一

塩川　哲郎 「倫理実践に学ぶ」 ３
鹿児島県倫理法人会　研修委員長
宝来良治事務所

「倫理の学びで
自分軸をつくる」

１７

１０

宝来　良治

℡099-224-2211

１０

大隅倫理法人会　専任幹事
伊東通商（有）

℡0995-71-0312 　姶　　良

２４

３１ 会員スピーチ

「受け止め方で変わる未来」

１７
大隅倫理法人会　会長
（有）マルタ建設

圓田　義弘会員スピーチ

鹿児島県倫理法人会　大隅地区長

（有）ヘアーサロンケンジ

℡0994-44-5511

福岡県　法人レクチャラー
（有）アクターズ

浜本　昭義 「経営と親孝行」

ホテルキング ℡0996-62-1511

３

倫理法人会事務所 ℡0997-54-1137 水 　出　　水

河口　力

鹿児島県倫理法人会　副会長

（有）新小倉自動車
「あなたは、いつまで生きるつもりで

すか？」～学ぶは真似ぶ～ 伊東　計
１９

　大　　隅 かのや
グランドホテル

霧島市倫理法人会　幹事
（有）大一企業

「場づくりは身を助ける」
鹿児島県倫理法人会　会長
（株）城山ストアー

池畠　泰光

林　辰大

中西　康成 「なぜ純粋倫理を学ぶのか」

会員スピーチ　～あなたの出番です！～
8月生まれwelcome morning

３１
（一社）倫理研究所
研究室 研究員

「信なくば立たず（倫の道を行く）」
竹田市倫理法人会　幹事
サトヴィック行政書士事務所 佐々木　一誠

「大分県竹田市へ移住し深まっ
た倫理法人会とのご縁」

「信なくば立たず（倫の道を行く）」
鹿児島県倫理法人会　副会長

（有）新小倉自動車
新小倉　龍一

「あなたは、いつまで生きるつもりで
すか？」～学ぶは真似ぶ～ ２４ Manable Gate 矢野　圭夏

「リーダーシップ」
(一社)倫理研究所
九州・沖縄方面　研究員

鶴川　宗弘 「本を忘れず」

薩摩川内市倫理法人会　会長

アーチ（株） 橋口　清子 「事業体験発表」 １７
鹿児島県倫理法人会　会長
（株）城山ストアー 池畠　泰光

「錦江湾の新しい時代は始まっている」
国際観光都市に躍進するために

鹿児島南倫理法人会　会員
重信香織事務所 重信　香織

「持って生まれた自分の種を大
切に育てる」～尊己及人～

宮崎県　法人スーパーバイザー

（株）和光産業
児玉　雄二

「不動産会社が
なぜ農業を始めたか」 １０ 樋渡社中（株） 樋渡　啓祐

℡099-253-2020 　鹿児島南
SHIROYAMA

HOTEL　kagoshima ℡099-224-2211

志學館大學
人間関係学部兼法学部　教授 原口　泉 「西郷どんと五代友厚」

～郷中教育は薩摩の宝～ ３ 大隅半島農林文化村 郷原　茂樹

　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） 水 　鹿児島市 サンロイヤルホテル2F

外薗　勝蔵 講　話

熊本県　法人アドバイザー
おがたフードサービス(有) 緒方　一義 講　話

鹿児島県議会議員

　奄　　美
会員スピーチ　　　決意発表及び実践報告

吉峰　明子
「青年海外協力隊を経験し感

じたこと～食の視点から」

　南　　薩 西文具店2F ℡0993-78-3840

(一社)倫理研究所
九州・沖縄方面　研究員 鶴川　宗弘 「倫理経営とは」

鹿児島北 相談役・法人SV
(株)Coach喜働 塩川　哲郎

城山観光㈱
SDGs推進室室長

安川　あかね
「西郷隆盛三つの覚悟　　～英雄は

何故その覚悟を決めたのか～」

姶良倫理法人会　会員
Harb 369

「会員事業体験発表」

倫理法人会事務局
（姶良市宮島町31-13-2F） ℡0995-64-5150

山口　浩一

「エネルギーを奪うのをやめる」

姶良倫理法人会　会員
（株）わくわく園

ホームページ
http://www.kagoshima-rinri.net/

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。

令和4年

「栞をほりさげる」

会員スピーチ


