MORNING SEMINAR

経営者の勉強会

（祝祭日除く）

経営者の体験から学ぶ、実践型朝活セミナー＆交流会

経営者モーニングセミナー
朝食会（朝食 500 円）
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会場：ルミエール華月殿

6:30 7:30

和歌山市屋形町２丁目１０

11

「1000 日実践を終えて！」

第 123 回

18

三重県倫理法人会 相談役
㈱おにぎりの桃太郎 代表取締役

上田

輝一 氏

「字は心の鏡」
和歌山市倫理法人会
書道家

山西

「良い結果は
準備次第」

25

荒井

18：30〜20：30
（講演会）

20：30〜21：30
（懇親会）

未成子 氏

浜松西倫理法人会 相談役
（株）ヨシケイ浜松 顧問

渡邉

久満 氏

千葉県名物の漬物｛鉄砲漬｝製造、国産原料で安心安全な商品を供給し
ています。付き合いで入会、役員を受ける事がきっかけで富士での研修
会受講、大変なショックを受け実践に取り組む、しかしながら良い結果
が出ない時先輩に相談したところ「社長が変わらなければ・・」のアド
バイスで自分の行動を変えると問題が好転、企業発展・家庭繁栄のヒン
トを倫理の実践により得られました。「ヒント」とは・・・
昭和 60 年倫理法人会入会 平成 21 年９月より法人スーパーバイザー

24（木）

幹事

「夫婦は
一対の反射鏡」

法人スーパーバイザー
（株）まるや 代表取締役
荒井産業㈱ 代表取締役

５/

7:30 8:30

1992 年より美術年鑑に作品掲載。
海外展５回、国内展 29 回。
2018年の東久邇宮記念賞受賞をはじめ表彰９回
東久邇宮記念会会員。
和歌山市文化協会会員。
東京大志学園天王寺校講師 クラーク記念国際
高校天王寺校講師 他３教室を主宰
2013 年 和歌山県倫理法人会入会。

「ゴミ拾い」と「道路のゴミ拾い」で会社の
業績が回復、その理由をお話させて頂きます。
1950 年 四日市にて生まれる。
1969 年 日本大学商学部中退
1972 年 単身渡米する
1975 年 ㈱おにぎりの桃太郎創業
現在、㈱おにぎりの桃太郎 代表取締役社長
第 124 回

５月

和歌山南倫理法人会

セミナー
無料開催！
毎週 金 曜日

第 122 回

平成30年

理氏

平成 22 年 静岡県浜松西倫理法人会 入会
平成 24 年 静岡県浜松西倫理法人会 会長
平成 25 年 法人レクチャラー

拝命

平成 26 年 静岡県倫理法人会

副会長

平成 28 年 静岡県浜松西倫理法人会 相談役

倫理経営講演会
【講

演】大転換の時代

ーつねに活路ありー

（一社）倫理研究所法人スーパーバイザー

【倫理体験】倫理に出会って

浜松西倫理法人会

於：ルミエール華月殿

荒井

相談役

久満 氏

渡邉

理氏

聴講費 2,000 円（懇親会費 3,000 円 参加者のみ）

和歌山県・和歌山市・和歌山南倫理法人会 （お申込み・お問合わせは事務局 073-423-7731 まで）

セミナー
無料開催！
毎週 火 曜日
（祝祭日除く）

会場：ダイワロイネット
ホテル和歌山 4 階

和歌山市七番丁 26-1（和歌山城正門前）

MORNING SEMINAR
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経営者の体験から学ぶ、実践型朝活セミナー＆交流会

経営者モーニングセミナー
朝食会（朝食 500 円）
A
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6:30 7:30
第 229 回

15

（一社）倫理研究所 法人局 近畿方面長

津隈

亮二 氏

教育局教務部配属

2007 年 4 月

法人局配属

東海・北陸方面副方面長

北海道・東北方

面方面長
関東・甲信越方面方面長を経て
2017 年 8 月より 近畿方面方面長

22

第 231 回

29

（一社）倫理研究所 法人アドバイザー
（株）ソルベックス 代表取締役会長

藤原

忠生 氏

1982 年 6 月、京都市倫理法人会入会。1991
年 7 月、福井県倫理法人会開設と同時に入会。
福井県倫理法人会相談役、京都市倫理法人会
会長、相談役、京都府倫理法人会会長、相談
役を歴任。
2000 年、法人レクチャラー、2002 年、倫理
経営インストラクター、2005 年、法人スーパー
バイザー、2010 年より参事、法人アドバイザー
に就任。

7:30 8:30

「誰も教えてくれない
後見制度の裏と表」
（一社）後見の杜

宮内

代表

康二

氏

昭和 46 年生まれ。
早稲田大学卒業・南カリフォルニア大学老
人学大学院修了ニッセイ基礎研究所研究員・
東京大学特任助教を経て現職
「後 見は面倒」「ついた後 見人が良くない」
「後見人による横領事件」「後見人へ支払う
費用の高騰」等々、後見人に関するトラブ
ルの解決を支 援する日本で唯一の専門機
関、後見の杜 代表 宮内様にご講話いた
だきます。

「三文の徳」

第 230 回

５月

経営者の勉強会

「殻を破る」

第 228 回

2002 年

和歌山市倫理法人会

平成30年

「創業 122 年
日本最古のファッションメーカーの
オモロイ夫婦実践報告『夫婦対鏡』」

大阪天王寺区倫理法人会会員
猪村工業（株） 代表取締役

いむら

きよし氏

名古屋市中央倫理法人会 副専任幹事
猪村工業（株） 取締役チーフマネージャー

猪村

圭子 氏

日本最古のファッションメーカー６代目
を継ぎ、リーマンショックによる大不況、
経営不振をどう乗り越えたかをはじめ、
倫理の実践により夫婦の向き合い方がど
う変わったかなどなどをオモシロおかし
くお話いたします。

自分を磨く！元気な会社になる！モーニングセミナーにお越しください。

倫理法人会

守れば幸福になる厳然とした日常の法則、生活の法則（くらしみ
ち）、宗教や学説をもこえた自然の法則、それが「倫理」です。物の
世界に「物理」という法則があるように、人間には「倫理」という法
則があるのです。
倫理法人会は、
「倫理」を経営に活かすため全国6万5千社の一般
社団法人倫理研究所法人会員によって組織された団体です。
「企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を」をスローガンに、まず
トップ自らが「倫理」を学び、変わることによって、社員や社風を変
え、健全な繁栄を目指しています。

モーニングセミナー

経営者の学習活動として毎週1回早朝から全国692ヵ所で開
かれている「経営者モーニングセミナー」は、朝型の生活習慣
を体得するとともに、会員同士の交流・情報交換の場にもなっ
ている倫理法人会の活動の柱です。
『運営の型』で醸し出される凛とした早朝の爽やかな空気の
中、経営者が自らの生き方や会社のあり方を真剣に考えるた
めに学び実践を積み上げる「道場」、それがモーニングセミ
ナーです。
ぜひ、早朝から活気にあふれる場を体験してみてください。

和歌山県・和歌山市・和歌山南倫理法人会 （お申込み・お問合わせは事務局 073-423-7731 まで）

