
当会の詳細情報はホームページを
ご覧ください。
https://www.hyogo-rinri.jp/

久保 純一
く　 ぼ  じゅんいち

2017年に独立して「久保興業」を開設し、鉄鋼関
係の仕事をしています。知人の紹介で倫理法人
会に入会しました。MSでいろいろな方のお話を
聞く中で、自分自身、今以上に頑張っていかなく
ては、と思っています。よろしくお願いします。

単会名

久保興業
会社名
西播磨倫理法人会

橘田 将吾
きっ  た　しょうご

宍粟市倫理法人会の原田さんのご紹介で倫理法
人会を知り、モーニングセミナーに参加するよう
になりました。モーニングセミナーでは毎回自分
の心のあり方に気づき学んでいます。万人幸福
の栞の17箇条を基にこれからも学び実行してい
きます。宜しくお願い致します。

単会名

和酒茶屋Chill
会社名
宍粟市倫理法人会

「あたりまえで、すみません。」
私の実践はモーニングセミナーに出席することです。
昨年入会してから、倫理指導でご指導いただいたことを実践し
ているうちに、今まで思いもしなかったことを思い至ったり、気
づかせてもらうことがたくさんあり、気持ちも軽くなりました。
しかし、昨年の年末年始で2週間モーニングセミナーがお休み
だった時は、不平不満や愚痴を垂れ流している自分にハッとし、
入会時に聞いたお話を思い出しました。
「人は良い話を聞いてやってみようと思っても、その時の気持ち
は時間が経つと忘れてしまうから、週に1度ここにくることでぶ
れた心を修正するためにも、モーニングセミナーは大切。」
その通りだと思いました。今年第1回目のモーニングセミナー
に出席した時には、とてもすっきりとした気持ちになり、私にとっ
て大切な時間だと感じました。
これからも少しずつでも成長していきたいと思っています。

新 入 会 員 紹 介

なかがわ　  ま　き

中川 麻紀

淡路倫理法人会
明治安田生命保険相互会社
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今取り組んでいます

倫理実践!
私の体験報告!

宍粟市山崎町にある大歳神社の境内には、天徳4（960）年に植えられたとされる「千年藤」と呼ばれる
樹齢1000年を超える藤の木があります。県の指定文化財にも選ばれており、5月上旬の花期には花
房が1m以上にもなり、境内に甘い香りを漂わせ、訪れる人たちを楽しませています。

宍粟市山崎町にある大歳神社の境内には、天徳4（960）年に植えられたとされる「千年藤」と呼ばれる
樹齢1000年を超える藤の木があります。県の指定文化財にも選ばれており、5月上旬の花期には花
房が1m以上にもなり、境内に甘い香りを漂わせ、訪れる人たちを楽しませています。

千年藤（宍粟市 大歳神社）

今月の特集
富士高原研修セミナーに
行ってきました
Activity report

10単会ほっとにゅ～す
5月・6月 モーニングセミナー予定
倫理実践！体験報告『今、取り組んでいます』
新入会員ご紹介
女性委員会主催経営者セミナー
広報委員会のご案内

グリーンヒルホテル明石2F 喜春
明石市大明石町2-1-1　TEL.078-912-0111
※ホテル専用駐車場はございません。
　近隣駐車場のご利用または、公共交通機関をご利用ください。

令和5年

14：00～16：00（受付13：30）
1部：講演　2部：懇親会（スイーツ付き）
参加費：1,000円

日時

講演
会場

兵庫県倫理法人会　女性委員会主催　経営者セミナーのご案内

輝いて生きる
女性委員会では、未会員女性経営者、経営者婦人、女性会員、
紹介した男性会員を対象に、女性経営者セミナーを開催します。

※準備の都合上、5月26日（金）までにお申し込みください。　
※キャンセルは5月29日まで。以降はキャンセル料を頂戴します。

6月3日 土曜日

講 師 津々木 昭子
Akiko  Tsuzuki

人もそして自分も幸せになる為に
女性ならではの個性を発揮して
大いに輝いて生きる時、家庭も職場も
変わってくる。
それは先ず自分を変えてみる。

右記QRコードより、
Webでの申込みができます。

Web申込みフォーム➡

Web

兵庫県倫理法人会 広報委員会のご案内

1979年東京都生まれ。
Web製作者、グラフィック
デザイナー。
4歳からパソコンに触れ、10
歳でプログラム制作、18歳
でWeb制作を開始。
20歳で不動産会社 I T部
門担当取締役となった後、
24歳でIT企業の代表となる。
日本初のメルマガ配信スタンド「まぐまぐ」の175番目
のユーザーで2001年に世界初のブログシステムが誕
生した際は西村博之（ひろゆき）とともに日本のファー
ストユーザーの一人に選ばれた。日本でYouTubeが
サービス開始される７年前の2000年からストリーミン
グサーバーを設置してライブ配信を行い、各種SNSの
成長とともに活動を続けてきた。
32歳で目黒区倫理法人会第9代会
長。目黒区初の女性会長であり、当
時全国最年少会長。現在、東京都倫
理法人会公式広報番組「Tokyo倫理
アライブ！リターンズ」番組MC。

コトウ ユウキ氏講師

20 土

■一般社団法人倫理研究所法人局　参事　名誉法人アドバイザー

      倫理法人会とは
倫理法人会は、一般社団法人倫理研究所の法人会員によって組織された会です。
倫理研究所は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律のもとで認可された
民間の社会教育団体です。倫理法人会は、心の経営をめざす人々のネットワーク
を拡げ、各種活動を通して地域社会に寄与することを目的に、47都道府県、各市・
区単位に設立されています。

兵庫県倫理法人会 
〒650-0027　神戸市中央区中町通2丁目3-2 三共神戸ツインビル2階　
TEL 078-367-7118　　FAX 078-367-7119



3月10日～12日の経営者倫理セミナーat.富士高原研修所（富士
研）に参加しましたのでご報告いたします。
私は、今回富士研へは初参加です。
非日常を求めた参加の目的は、自己変革です。「梅干しの種のように
固い状態からプチトマトの柔らかさ」へと変わるための決意です。
研修では、滋賀1、埼玉3、群馬1、兵庫2、徳島1の各単会の方とご一
緒することができ、そのメンバーとの一体感を体感できた2泊3日
となりました。
それに気づいたのは、あいさつテストで15チーム中1番乗りで合格
できたときです。チームの「一体感」を醸成するために、①ビデオ撮
影確認、②隣の人との距離を近づける、③勢いにのる、など色々試
行錯誤を繰り返した結果が、まさに「守・破・離」でした。
メンバーが各自自律することでそ
のエネルギー（勢い）が一つになっ
たとき、一体感が生まれるというこ
とを学ぶことができました。ありが
とうございます。

令和5年度経営者倫理セミナーを3月10日（金）から2泊3日の3日間、富士高原研修所で受講して参りました。
本年度は、29名の参加者で全員元気に受講してきました。「自己革新」を大きなテーマのもと各々が様々な
自己テーマを明確にして挑戦して参りました。このピュア倫理が刊行されるころには、実践もいよいよ30日を
越え、さらなる継続へ引き締めている頃でしょう。
私個人は研修委員長として参加致しました。そして、いつもと違う自分を体験することとなり、自己革新とは
こういうことかと初めて体験しました。様々な、自己を高める体験も、私を含め、参加者全員を、富士高原研修所
に送り出して頂いた兵庫県会員の皆様のご支援があればこそとのことと深く感謝致しております。
そして、自己革新のための一体感の醸成やこれで良いと許容出きる訓連など経営者として社員、お客様の幸福
を実現するための実践につなげる。
そして、新しい自己の習慣が始まります。
そんな、真新しい自分に会える「富士研」を来年こそは、あなたが体験しましょう。
お待ちいたしております。

令和5年度経営者倫理セミナーを3月10日（金）から2泊3日の3日間、富士高原研修所で受講して参りました。
本年度は、29名の参加者で全員元気に受講してきました。「自己革新」を大きなテーマのもと各々が様々な
自己テーマを明確にして挑戦して参りました。このピュア倫理が刊行されるころには、実践もいよいよ30日を
越え、さらなる継続へ引き締めている頃でしょう。
私個人は研修委員長として参加致しました。そして、いつもと違う自分を体験することとなり、自己革新とは
こういうことかと初めて体験しました。様々な、自己を高める体験も、私を含め、参加者全員を、富士高原研修所
に送り出して頂いた兵庫県会員の皆様のご支援があればこそとのことと深く感謝致しております。
そして、自己革新のための一体感の醸成やこれで良いと許容出きる訓連など経営者として社員、お客様の幸福
を実現するための実践につなげる。
そして、新しい自己の習慣が始まります。
そんな、真新しい自分に会える「富士研」を来年こそは、あなたが体験しましょう。
お待ちいたしております。

今月の特集

2023年3月10日（金）～3月12日（日）2泊３日2023年3月10日（金）～3月12日（日）2泊３日

神戸市倫理法人会　楠田 貴康

研修委員会

富士高原研修セミナーに
行ってきました

富士高原研修セミナーに
行ってきました

倫理に入ったからには、一度は富士研に行ってみたかった！
グループリーダーとしてのお役目をいただきましたが、予定などを
伝達することだけで精一杯で、とにかく常に目配り気配り声かけ、
笑顔を心がけました。
挨拶テストでは15チーム中最下位。
何度もやり直し、大音響で声も聞こえない中、声を合わせることよ
り心を合わせることを学びました。最後は114名全員の応援と祈り
で一体感が生まれ、合格！と言われた瞬間全員の喜びと感動は忘
れられません。この感動を必ず今後のバネにしていきます。

『富士研はモーニングセミナー1年分！！』

参加者の声

Activity report 委 員 会 活 動

朝礼
委員会 社員と心を合わせる活力朝礼の見学会開催

歴代会長会の開催がコロナ禍のため二年連続中止となっておりましたが、今年は2月18日（土）モントレ姫路に
て開催することができました。
懐かしいお顔が揃い、綺麗な場所で美味しい料理とお酒をいただきながら話が弾み、本当に楽しい時間を過ご
させていただきました。
年に一度は本会を開催して、懐かしい仲間と出会い歓談する機会を継続して頂きたいと思います。

2月13日（月）姫路市大津区の三光塗装工業株式会社・広畑事業所さまにて、総勢15名が朝礼見学会に参加され
ました。現場のリーダーの声として「職場の教養を読むことで外国人就労者の日本語勉強の機会にもなり、現場
のチームの輪づくりの機会になっている」との感想も頂き、会社を変える良いきっかけとなることを強く感じまし
た。参加された皆様からは「もっと多様な朝礼を見てみたい」との声が上がり、朝礼見学会の実施が望まれてい
ることも再確認することができました。

兵庫県倫理法人会　キャリア委員長　菅原 正勝

兵庫県倫理法人会　朝礼委員長　喜多 英

歴代会長会について

富士研に参加して

兵庫県倫理法人会
研修委員長　栗野 一彦
兵庫県倫理法人会

研修委員長　栗野 一彦

明石倫理法人会　副専任幹事　小林 久美
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路倫理法人会　淡

3月10日～12日、兵庫県倫理法人会の皆様とバスに乗り富士研に参加してまいりました。
明石からは10名が参加。集合リーダーには最年少の高木優麿さんが選ばれ、114名の
受講者を一つにまとめるお役目を見事に果たされました。
二日目の朝の散策時、晴天に恵まれ雲一つかかっていない富士山の絶景とご来光を見る
ことが出来ました。大自然の中で生かされていることに深く感謝し、皆さんと心を一つに
して純粋倫理を探求できました。

石倫理法人会　

実行委員　児玉 貴子

明

西市倫理法人会　加

姫路倫理法人会　西

今回富士研に参加させていただき、色々な気づきがあり貴重な体験が出来たことは非常
によかったです。普段何気なくしている行動や出来事にも感謝の意図を示す事により、自
分自身の成長に繋がる事がわかりました。そして多くの単会の方とも交流を深める事が
出来たのが一番の収穫でした。

戸市倫理法人会　神

播磨倫理法人会　北

路市倫理法人会　姫

粟市倫理法人会　宍

富士高原研修所　経営者倫理セミナー

播磨倫理法人会　西

富士研を経験して

播磨倫理法人会　東

岡山県津山市の津山城の桜祭りに行ってきました、今年は例年より10日ほど開花が早く、
僕が行った時には散り始めていましたが、見事なさくら吹雪を堪能できまして、気分は遠
山の金さんでした。
倫理を学び、そして世間に広めて悪代官と越後屋のいない世の中にしたいと誓った今年
の桜祭りでした。

桜祭り

副専任幹事　寳子 剛史

専任幹事　岩隈 亮介

中地区中地区

東地区東地区

西地区西地区

まだ肌寒さの残る桜が咲き始めたばかりの去る3月17日（金）、会員様のお店『iiMori』に
て倫理経営講演会の打ち上げを行いました。
19時開始だったのですが、各々仕事の都合により20時に来られる方、21時に来られる方
と様々でしたが、遅れても参加するという姿勢に、加西市倫理法人会の仲の良さを感じる
ことができました。
また、現在加西市倫理法人会では新入会員様が増え続けており、コロナは何処へ？という
活気でパワーアップ中です。

副会長　井上 敬造

加西はパワーアップ NOW

今回東播磨倫理法人会からは4名の参加となり、私は2年連続で参加しました。
6～8人で班を組みカリキュラムを進めます。班の方と話すと、それぞれの苦労があり人
生模様を聞くことができました。講義前のセブンアクト斉唱で、全員の大きな声が館内に
響く一体感は感動物でした。挨拶テストでは何回も挑戦し、全員の力を合わせて合格を勝
ち獲った喜びは何ものにも代えがたい充実感でした。特に感動したのが東播磨の会員皆
からの励ましのFAXで、 感謝の気持ちで一杯になりました。
今回決めた実践を継続し、また来年も参加したいです。

富士研　研修を終えて

会長　宮地 孝

モーニングセミナー会場をたつの市「ゐの劇場」に移転して7か月が経ちました。
最初は会場を広くしたことで閑散としないか、また夏は暑く冬は寒いことが予想され心配
ばかりでしたが、役員の方々と一緒に話し合い工夫をし、無事開催することが出来ています。
出席者数も2月には自単会平均で13名に増え、また近郊の単会からの応援もあり、現在
では総勢20名ものモーニングセミナーを開催することが出来ています。
会場はインスタ映えします。火曜日の朝、是非一度お越しください。

県事務長　津田 貴司

３月１４日（火）に姫路市倫理法人会で年一度のビッグイベント倫理経営講演会を行いまし
た。目標１００社に対して１０１社１０６名、その後の懇親会には６０名近い方々に参加いただ
き、大盛況のうちに終えることができました。
これは、姫路市のチーム力を結束したからこそ素晴らしい結果になったと思います。皆様
ありがとうございました。
さて、５月３１日（水）には姫路市１０００回モーニングセミナーを迎えます。前日にはナイト
セミナーも行いますので、是非ご参加よろしくお願い致します。

モーニングセミナー開催について

令和５年度「倫理経営講演会」を開催しました

西姫路倫理法人会の会員である泉川彩華さん率いる女子バスケットボールチームのアス
トライアとのフリースロー対決。
バスケ大好き松田会長が『アストライアにはフリースロー対決では絶対負けない！』と言い
出したことから実現。
西姫路の会員やその家族が参加してのフリースロー対決と試合を行いました。
結果は…写真を見ての通りです…。

フリースロー対決

幹事　足立 聖典

事務長　大野 偉貴

北播磨倫理法人会に新たな女性会員が加入しました。また、昨年ご入会の女性会員が役
員として積極的に会の運営に携わっています。富士研に初参加された方もおられ、多くの
学びを持ち帰ってきていただきました。女性が元気な会はよい会です。男性会員にもよ
い刺激があるかもしれません。会長が長期不在で大変厳しい運営を強いられている中で
も、元気で明るく楽しく活動したいです。そのためにももっとお仲間を増やしたいです。

事務長　大崎 隆二

女性会員大活躍！

宍粟市倫理法人会の倫理経営講演会が3月7日（火）に開催されました。
滋賀県倫理法人会所属の能登清文法人レクチャラーの事業体験報告では、倫理との出会
いで苦難の向き合い方が変わり事業の業績も変わったというお話を、また井戸垣昌延法
人スーパーバイザーによる講演では、経営者として生き残りを掛けて行った決断を分かり
易く解説いただきました。参加いただいた皆様のおかげで素晴らしい講演会となりました。
ありがとうございました。

倫理経営講演会

専任幹事　寺元 直樹



★印の付いているものは、前日の夜にナイトセミナーまたは
　経営者の集い、倫理経営講演会を開催します。

モーニングセミナー予定表SV：スーパーバイザー　  A：法人アドバイザー
法人会員の中において、純粋倫理を深く勉強し、且つ自ら実践している経営者に対し倫理研究所が特に講師として
依頼している方です。　※法人スーパーバイザーが７０歳を超えると、法人アドバイザーと名称が変更になります。

L：法人レクチャラー
法人会員の中において、特に事業体験について
語ることができる経営者の方です。

東播磨倫理法人会

5月18日 録画のテレビCMは見る派ですか？

家庭に愛を

パソコンＨＥＬＰ王
代表　田畠 健太郎

5月11日 （一社）倫理研究所  法人局
普及事業部　近畿方面方面長　内田 靖士 

5月4日 祝日のためお休みです

5月25日 倫理と出会って思うことオフィスJINREI
代表　杉本 直仁

5月18日

5月11日

5月4日

5月25日

但馬信用金庫
水谷 泰幸

多くの出会いに感謝

6月1日

6月8日 倫理法人会１年を通してＳｈｉｚｕｋｕ Ｊａｐａｎ（株）
代表取締役　原田 康嗣
（株）大浦ミート
代表　大浦 達也
（株）TSコーポレーション
代表取締役　大谷 稔彦

しくじり先生！どん底から、1％の奇跡？
全てを失う？どうなる？

社長ほどおもろいもんはない
～失敗は蜜の味
学びと実践で変わる日常の景色

（株）ノムラコーポレーション
代表取締役　野村 卓也

6月15日

6月22日

（株）シャルレ　代理店
木津 みはる

女性委員長を拝命して6月29日

【事務局】 神戸市中央区中町通2丁目3-2 三共神戸ツインビル2階〈兵庫県倫理法人会内〉  ☎078-595-9099

木曜日／AM6:00～AM7:00　　【会場】 加古川プラザホテル2F「瀬戸の間」  ☎079-421-8877
日　時 講　師 講　師テーマ 日　時 テーマ

明石倫理法人会

縦横十字の愛和が奇跡を生むダイワアドテック（株）
代表取締役　熊代 琢

フェリアス不動産（株）
代表取締役　井原 正基

これまでの自分とこれからについて

私の思う倫理のええところ（株）ヤマヒロ
代表　三渡 眞介

死は生なり日渉塗料（株）
会長　二川 正志（A）

6月2日 「Tokyo 倫理アライブ！
リターンズ」の秘密

6月9日

自分を改める

（株）エフアイ
代表取締役　北野 裕子（L）

（株）cozcic
代表取締役チーフデザイナー　コトウ ユウキ

ホテルクレール日笠
常務取締役　山中 敬子

6月16日 明治安田生命保険相互会社　神戸支社
淡路営業所　支部マネージャー　細川 恭代

会員スピーチ6月23日 HKテクノロジー（株）　髙木 優麿
ダイアナサブリナ　小林 久美
さくら家　代表　園田 惠

信成万事を実践して

2億円の授業料

6月30日 明石市議会議員
環境教育コーディネーター　丸谷 聡子

【事務局】 神戸市中央区中町通2丁目3-2 三共神戸ツインビル2階〈兵庫県倫理法人会内〉  ☎078-595-9099

金曜日／AM6:00～AM7:00　　【会場】 ホテルキャッスルプラザ  ☎078-927-1111
日　時 講　師 講　師テーマ 日　時 テーマ

加西市倫理法人会

どうしたら倫理が身につくか？（一社）倫理研究所
参事　岡田 紀夫（A）

倫理を学べば大過無かるべし

墓参の実践の効果

三光塗装工業（株）
代表取締役　三浦 一章
（株）Signal innovation
代表取締役　西堂路 栄治

好きやねん己書道場　
上席師範　来村 みよ子

出逢いは宝

商売のコツは第五条やで！！電装運輸倉庫（株）
取締役　宮本 充代

家庭に愛を（一社）倫理研究所  法人局
普及事業部　近畿方面方面長　内田 靖士 

人生負けたらあかん～おばーちゃんから
教わった幸せになる方法♡♡

がいな製麺所
代表　水谷 克也

【事務局】 加西市北条町古坂1-1加西コミュニティセンター1F  ☎0790-35-9615

金曜日／AM6:00～AM7:00　　【会場】 いこいの村はりま（加西市笹倉町823-1）  ☎0790-44-1750
日　時 講　師 講　師テーマ 日　時 テーマ

西姫路倫理法人会

5月12日 運命は変えられる！
小さな実践から生まれる喜びと幸せ

積水ハウス（株）兵庫シャーメゾン支店　姫路店　平山 真理
ワークマン姫路市役所通り店　代表　門部 久美子
Body make studio you＆Meオーナー・現役プロボクサー　雨盛 佑美

5月5日 祝日のためお休みです

祝日のためお休みです

5月19日 易不易の３つのポイント（一社）倫理研究所
研究員　呉屋 嘉治

6月2日 倫理は私の道標アジアンキッチンTantra
代表　田居 史江

6月9日 人生は陽と陽

6月2日

6月9日

6月16日

6月23日

【事務局】 姫路市網干区新在家334-7〈大和倫理会館内〉  ☎079-274-2552

金曜日／AM6:00～AM7:00　　【会場】 ホテルサンシャイン青山  ☎079-276-1181
日　時 講　師 講　師テーマ 日　時 テーマ

【事務局】 神戸市中央区中町通2丁目3-2 三共神戸ツインビル2階〈兵庫県倫理法人会内〉  ☎078-595-9099

姫路市倫理法人会

5月10日 人は鏡（一社）倫理研究所  法人局
普及事業部　近畿方面方面長　内田 靖士 

祝日のためお休みです

ありがとうは奇跡の言葉

5月3日

5月17日 幸せも不幸せも自分の心が
決めている

（一社）手相心理カウンセリング協会
代表理事　國本 ヒロミ 

5月24日 うちの猫
原 賢司 

夢に支えられる夫婦の絆
―倫理とエベレスト―

5月31日 （株）マルセイ　代表取締役　木元 正均
（株）マルセイ　専務取締役　木元 聖花

6月7日 「はたらく」と「実践」（株）Linkplus
取締役　福岡 加奈 

6月14日 易不易の３つのポイント（一社）倫理研究所
研究員　呉屋 嘉治
（株）橋本パッケ
代表取締役　橋本 洋介 

6月21日 作り笑い最強説

6月28日

【事務局】 姫路市三左衛門堀西の町123〈アドバンスコーポ北条104号〉  ☎079-222-2210

水曜日／AM6:00～AM7:00　　【会場】 ホテルクラウンヒルズ姫路2F「楓」  ☎079-222-8000
日　時 講　師 講　師テーマ 日　時 テーマ

北播磨倫理法人会

（一社）倫理研究所
研究員　鶴川 宗弘

本を忘れず

ドライフラワー

朝比奈秀典流
明るく楽しい人生を送るには

倫理法人会1年を通して 6月6日 一年生会長　奮闘記

生命の根元にさかのぼる

（株）かどや商会
代表取締役　宮地 孝

6月13日 （株）メンターリング・アソシエイツ
事務局長　児玉 貴子

6月20日 どうしたら倫理が身につくか

心の波紋、根源を受け入れる力

岡田印刷（株）
アドバイザー　岡田 紀夫（A）

6月27日

6月6日

6月13日

6月20日

6月27日

DENSHO（株）
代表取締役副社長　八尾 愛美

【事務局】 神戸市中央区中町通2丁目3-2 三共神戸ツインビル2階〈兵庫県倫理法人会内〉  ☎078-595-9099

火曜日／AM6:00～AM7:00　　【会場】 小野向日葵ホテル  ☎0794-64-2020
日　時 講　師 講　師テーマ 日　時 テーマ

西播磨倫理法人会

縁に生かされて

理想の会社は 理想の家庭から

父との繋がり別所４６　
代表取締役　釜本 美穂

（一社）倫理研究所
名誉研究員　新原 隆一

（株）日伸電工　
会長　赤松 高吉

5月23日

5月16日 朝比奈興産（株）
代表取締役社長　朝比奈 秀典

Shizuku Japan（株）
代表取締役　原田 康嗣

5月9日

5月2日

5月30日

5月23日

5月16日

5月9日

（有）スワンクリーニング
代表取締役　藤原 優里

運命に導かれて5月30日 合同会社　ユー・カリ
代表社員　喜谷 智子

歴史から学ぶ（株）西川健商店
代表取締役　西川 功一

6月6日 慣れない物造り～漆塗りから
見える忘己利他（もうこりた）～

砂川漆工芸 
代表　砂川 隆

6月13日 続けています

一年生会長奮闘記

宍粟市倫理法人会
幹事　神名 大典

6月20日 （株）かどや商店　
代表取締役　宮地 孝

6月27日 宍粟市倫理法人会
幹事　中津 政敏（SV）

―愛―

【事務局】 たつの市龍野町富永410-1〈倫理研究所龍野会館内〉  ☎0791-63-9241

火曜日／AM6:00～AM7:00　　【会場】 カネヰ醤油『ゐの劇場』  ☎0791-62-0021
日　時 講　師 講　師テーマ 日　時 テーマ

神戸市倫理法人会

5月9日

5月2日 （株）四方継　
代表取締役　高橋 剛志

5月16日 れいあうと・にっしん（株）
代表取締役　名倉 信一

倫理の学びを活かす

志とその具現

（株）ビームセンス
営業担当　馬場 慶次郎

5月23日 富士研に参加して

「明朗に徹する」～わがままが
顔をださないように～

BFホスピタリティ合同会社　代表社員　寳子 剛史
（有）ブルーヘブン　代表取締役　海野 晃久

5月30日 倫理の学びを経営に生かしましょう！ミニメイド・サービス（株）創業者
（株）山栄コーポレーション
代表取締役会長（法人局顧問）　山田 長司

人は鏡

未定

新しい夢に出会えた話

心の在り方が変わった時

（一社）倫理研究所
研究員　呉屋 嘉治
NPO法人LD
理事長　和田 鈴菜
（一社）JNBCA
専務理事　関 詳子
伸栄設備（株）
代表取締役　長沼 沙緒里

【事務局】 神戸市東灘区甲南町4-14-16〈倫理研究所神戸会館内〉  ☎078-451-7457　

火曜日／AM6:30～AM7:30　　【会場】 神戸ポートピアホテル「のじぎくの間」「コスモポリタン」  ☎078-302-1111
日　時 講　師 講　師テーマ 日　時 テーマ

★

★

★

★

★

淡路倫理法人会

あなたの笑顔は私のせい

運命は変えられる！
小さな実践から生まれる喜びと幸せ

明朗からから生まれる感謝の心

コミタクモビリティサービス（株）
代表取締役社長　林戸 達美

万人幸福の栞は私の教科書（株）PLUS.ａ
代表取締役　有田 和重
フェリアス不動産（株）
代表取締役　井原 正基

夫婦は一対の反射鏡

人は鏡

これまでの自分とこれからについて

（一社）倫理研究所  法人局
普及事業部　近畿方面方面長　内田 靖士 
シャルレ代理店 ＣｏＣｏＲＡＹ
小林 玲子

木曜日／AM6:00～AM7:00　　【会場】 サンライズ淡路  ☎0799-45-1411
日　時 講　師 講　師テーマ 日　時 テーマ

（株）ゴルフ総合研究所
代表取締役　平野 知生
明治安田生命保険相互会社 神戸支社 淡路営業所 支部マネージャー 中川 麻紀
明治安田生命保険相互会社 神戸支社 淡路営業所 支部マネージャー 細川 恭代
別所４６　代表取締役　釜本 美穂

祝日のためお休みです 6月1日

6月8日

6月15日

6月22日

転機のきっかけの見つけ方（株）ジェイブリック
代表取締役　北川 克則

6月29日

宍粟市倫理法人会

5月17日 「想い」は手法の上流にあり
（運命自招）

終活に向かって（人間寒翁が島）

（株）ジー・ディー・エス
代表取締役　谷野 剛一（L）

5月10日 兵庫太和税理士法人
代表社員　吉田 正之

5月3日 祝日のためお休みです

5月24日 倫理を実践した会社の安全管理公益社団法人　東京労働基準協会連合会
安全衛生研修センター　非常勤講師　近藤 直文

5月31日 元気が出る脳の活用方法学校法人泉新学園　晴美台幼稚園
名誉理事長　松井 直輝

6月7日 歴史から学ぶ（株）西川建商店
代表取締役　西川 功一

6月14日 おもてなしのお茶小林松壽園
常務取締役　小林 健太郎

6月21日 オープンして一年経った今

今思うこと

フランツェティアーデ
代表　梶本 美和

6月28日 （株）サンコム
代表取締役　松本 靖吾

【事務局】 姫路市網干区新在家334-7〈大和倫理会館内〉  ☎079-274-2552

水曜日／AM6:00～AM7:00　　【会場】 伊沢の里  ☎0790-63-1380
日　時 講　師 講　師テーマ 日　時 テーマ

5月26日

5月12日

5月5日

5月19日

5月26日

ムカシとミライを繋ぐまちづくり（株）緑葉社
代表取締役　畑本 康介

5月12日

5月5日

5月19日

5月26日

6月16日 まぁ、いいじゃねえかよ。
あなたは他人を許せますか？

カート（株）
代表取締役　石原 満

6月23日 人とのつながり大和美術印刷（株）
代表取締役　篠田 真宏

6月30日 未定兵庫県議会議員
水田 裕一郎

【臨時会場】
加古川商工会議所
４階　大会議室
☎079-424-3355


