
　去る10月18日にレストラン六白
で異業種交流会を行いました。
　未会員の方5名が参加していただ
き、倫理法人会の話題を中心とし
たテーマで盛り上がりました。
　参加された未会員の方の声とし
ては「参加された方の中に、つな
がりたい方がいたので、交流会で
ご縁ができてよかった。」「倫理の
方がどのような思いで経営をされ
ているのか聞けてよかった、次は

お酒が入っていない席で聞いてみたい。」などの意見が寄せられました。数社、入会に
前向きな会社もあり引き続き活動を頑張っていきたいと思いました。
　これからも役員さんと一緒に普及に邁進していきます。三笠副幹事長も飛び入り参加
ありがとうございました！　　　　　　　　　（豊後大野市倫理法人会会長　諏訪貴政）

　晩秋の気持ちの良い気候の中、別府・速見・杵築３地区の女性会員によるランチ忘年
会が日出町の「真清水カフェ」で開かれました。
　15名がお集まりいただき、始めに国本別府副地区長より参加の未会員さんに向けて、
倫理法人会と別府地区女性委員会の構成・役割についてお話しをいただきました。
　そしていよいよお楽しみの食事がスタート♪美味しい食事におしゃべりも弾み、終盤
に行なわれたチーム対抗のゲーム大会では、ティッシュ積み上げ競争やリンゴの皮むき
競争で大いに盛り上がりました。
　この雰囲気をもっと多くの未会員の方に感じていただける様な会を企画し、お声掛け
していきたいと思います。　　　　　　　　　（速見倫理法人会女性委員長　黒谷宏子）
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経営者が生き抜く流儀を学ぶ
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国内約69,000社、大分県約1,100社の
企業が入会しています。

モーニングセミナーで「会社繁栄のヒント」をお掴みください。
モーニングセミナーにお越しください!

経営者の自己革新で会社は変わる!

倫理法人会は全国組織です。

大分県倫理法人会 検索

大分県倫理法人会 事務局
〒870-0044  大分市舞鶴町1-3-30  STビル4階
TEL097-532-1890 FAX097-534-6785

大分県倫理法人会 事務局
〒870-0044  大分市舞鶴町1-3-30  STビル4階
TEL097-532-1890 FAX097-534-6785

詳細情報は当会ホームページをご覧ください。詳細情報は当会ホームページをご覧ください。
http://www.oita-rinri.jp/http://www.oita-rinri.jp/

※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。

　大分県倫理法人会は、平成30年11月3日、「経営者
育成活動」の功績で、大分県功労者表彰を受けました。

●豊後高田市

●豊後大野市

●臼津

●杵築市●宇佐市●中津市

●日田市

●速見

●別府市

●大分市
●大分東
●大分南
●大分臨海

●竹田市

1経営者の学ぶ場、機会を提供します。
県内14カ所で『経営者モーニングセミナー』を毎週実施!
社員も参加OK!積極的に「気づき、学び、出会い」を得てください。

2元気な社員を育成します。
社員に様々な気づきを与え、自主性が高くなる、
珠玉の話題満載、『職場の教養（月刊）』を配布。

3「会員の悩み解決」に貢献します。
経営に影響する色々な悩みを相談できます。
※「倫理指導」と呼んでいます。

（2019年9月現在）

あさ6時
スタート!

大分臨海倫理法人会

大分県功労者表彰を受賞

異業種交流会盛り上がりました！

会場/鶴崎ホテル

問事務局／大分市長浜町3丁目15-19　大分商工会議所ビル3階4号
　TEL:097-533-2584　FAX:097-533-2616

大分市皆春下の土井1638　TEL:097-522-0711
火 日田市倫理法人会

会場/日田建設業会館

問事務局／日田市中ノ島町588-10
　　　　　TEL:0973-28-5456　FAX:0973-28-5458

問事務局／竹田市大字拝田原230-1  （有）田部モータース内
　　　　　TEL:0974-63-2929  FAX:0974-63-2930

問事務局／豊後高田市御玉154
　　　　　TEL:0978-22-2429　FAX:0978-24-2489

問事務局／国東市安岐町下原1383-5　安岐生コンビル2階
　　　　　TEL:0978-67-0053　FAX:0973-28-5458

問事務局／大分市長浜町3丁目15-19  大分商工会議所ビル3階4号
　　　　　TEL:097-533-2584  FAX:097-533-2616

問事務局／大分市長浜町3丁目15-19  大分商工会議所ビル3階4号
　　　　　TEL:097-533-2584  FAX:097-533-2616

問事務局／中津市殿町1383-1　中津商工会議所2Ｆ
　　　　　TEL:0979-22-4521  FAX:0979-53-7277

問事務局／別府市上人本町1-1  ツツミビル1階
　　　　　TEL:0977-67-7403  FAX:0977-67-2369

問事務局／竹田市大字拝田原230-1  （有）田部モータース内
　　　　　TEL:0974-63-2929  FAX:0974-63-2930

問事務局／宇佐市大字南宇佐2453-1　㈱MASHIRO内
　　　　　TEL:0978-37-1315  FAX:0978-37-1319

問事務局／臼杵市大字井村2987番地
　　　　　TEL:0972-62-5043  FAX:0972-62-5043

問事務局／別府市上人本町1-1  ツツミビル1階
　　　　　TEL:0977-27-9505  FAX:0977-27-9515

問事務局／大分市長浜町3丁目15-19  大分商工会議所ビル3階4号
　　　　　TEL:097-533-2584  FAX:097-533-2616

日田市中城町1-12　TEL:0973-22-4325
火

豊後高田市準倫理法人会
会場/ホテル清照
豊後高田市大字玉津1514-1　TEL:0978-24-1611

火 豊後大野市倫理法人会
会場/ホテルますの井
豊後大野市三重町市場97番地  TEL:0974-22-1050

火
大分市倫理法人会
会場/アートホテル大分
大分市南春日町12番5号　TEL:097-546-1126

水 杵築市倫理法人会
会場/杵築市商工会館 2Ｆ
杵築市大字南杵築308番地の1 TEL:0978-62-2539

水
中津市倫理法人会
会場/中津商工会議所
中津市殿町1383-1　TEL:0979-22-2250

水 大分南倫理法人会
会場/トキハわさだタウン1Fバンケットルーム
大分市玉沢字楠本755番地の1 TEL:097-586-1818

木
竹田市倫理法人会
会場/ホテル岩城屋
竹田市拝田原161　TEL:0974-62-2211

木 別府市倫理法人会
会場/ホテルサンバリーアネックス
別府市石垣東10-1-20　TEL:0977-26-6555

金
臼津倫理法人会
会場/港町コミュニティーセンター
臼杵市港町本通7組

金 宇佐市倫理法人会
会場/宇佐ホテルリバーサイド
宇佐市大字別府6番地　TEL:0978-33-2222

金
大分東倫理法人会
会場/アートホテル大分
大分県大分市都町2-1-7　TEL:097-538-8701

土 速見倫理法人会
会場/（有）大洋運輸 会議室
速見郡日出町大字川崎4260　TEL:0977-77-1300

土

10/

18 土

別府地区女性委員主催ランチ会開催!11/

16 土

※写真は平成31年度大分県倫理法人会「新年式」に於いて、
　広瀬勝貞大分県知事と浦松傳会長の記念撮影。

令和２年度 大分県倫理法人会

「大転換‐いま求められる心の経営‐」

倫理経営講演会 2020年1月より開催!!

未会員の方も参加で
きます。

未会員の方も参加で
きます。

是非ご来場ください
!!

是非ご来場ください
!!

竹田市倫理法人会
速見倫理法人会
中津市倫理法人会
大分東倫理法人会
豊後高田市準倫理法人会
宇佐市倫理法人会
豊後大野市倫理法人会

１月２４日（金）
２月　７日（金）
３月　３日（火）
３月１１日（水）
３月１６日（月）
４月　２日（木）
４月１０日（金）

大分市倫理法人会
日田市倫理法人会
杵築市倫理法人会
大分南倫理法人会
別府市倫理法人会
臼津倫理法人会
大分臨海倫理法人会

４月１４日（火）
４月２０日（月）
４月２１日（火）
４月２２日（水）
５月１４日（木）
５月２７日（水）
５月２８日（木）

　あらゆる領域で変革が求められている今、この講
演会が多くの経営者にとって積極果敢な一歩を踏み
出すスタートラインとなることを願い開催します。
　皆様のご来場をお待ち申し上げます。

【テーマ】

2019.9.23  グランドキャニオンより2019.9.23  グランドキャニオンより



　51歳で平成22年1月に開業しましたが、それまでサラリーマン
をしていたので経営者との繋がりが無く営業の方法も分からず
苦労していた時に、倫理法人会の仲間と知り合い平成23年1月に
大分市倫理法人会に入会しました。
　入会当初に気づいたことは、明るく・元気・受け入れられる・すばらしい経営者と交流で
きる事と、①出せば入る：お金は無いけど→体と時間はある、損得なしに働く→お金では買
えないものが手に入る、深い喜び・やりがい・自分本来の働きに気づく②苦難福門：これま
での苦難は、成功のためにあること③全個皆完：全てそのまま「が良い」でした。
　何もないところから始めて９年が経ちましたが、今では息子が仕事を手伝ってくれていま
す。すばらしい先輩方と仲間のお陰だと感謝しています。
　大分市倫理法人会で入会から一番変わった会員だと言われています。本年の９月１日より
会長を拝命致しました。一人でも多くの仲間ができるように努力致します。

会員紹介 大分市倫理法人会 会長 会員紹介 豊後大野市倫理法人会

　豊後大野市倫理法人会所属の川野辰徳です。
　初めに自己紹介をさせていただきます。６年前に母の夢だっ
た農業をする為に、大分市明野から豊後大野市へ移住してピー
マン農家をやってます。今年の６月から読売センター三重町で
新聞の経営もさせていただいてます。自分の世代から若い世代では、なかなか新聞を読む事
に抵抗があるみたいで厳しい状況ですが、新聞の良さを粘り強く訴えて頑張ります。
　入会して３ヶ月が経ちまして、変わった事は、運が良くなった事が一番です。「職場の教
養」をスタッフを含めて読むようになり、考え方が変わり、自分自身が変わる事でお客様に
対しての接客も変わり、クレームも減り、信用されるようになって、読者の紹介やスタッフ
の紹介もいただきまして、今は自分のプライベートの時間もできました。今後は、倫理法人
会の方々と共に地域を盛り上げて参ります。

　令和元年９月21日から９月27日までの５泊７日で、米国カ
リフォルニア州倫理法人会（ロサンゼルス）を、東納英一法人
局顧問のご案内で、会員10名で訪問することができました。
　カリフォルニア州倫理法人会は２単会(ロサンゼルス倫理

法人会、オレンジカウンティ倫理法人会)で構成されて、州が県の役割をしていま
す。飯田隆カリフォルニア州倫理法人会会長をはじめ、各々の会長、専任幹事、
役員の皆様と交流することができました。モーニングセミナーも日本と同じよう
に開催されました。
　会員の皆様には様々なご苦労されながら、今日を築かれていました。中には
10数年前、単身渡米されて、言葉の壁を乗り越えて起業し今日に至った方や、航
空会社のCAから米国で家庭を持ち、起業され成功されている方等様々でした。
日本で事業するのも大変ですが、それ以上に厳しいものと思います。純粋倫理
に出会い、感動され、家庭や会社に取り入れて、実践に取り組んでおられました。
私事ですが、49年前ロサンゼルスでホームステイをしましたが、その当時のリト
ル東京は日本人経営者でしたが今は、韓国人や中国人の方に代わっているとの
ことでした。日系人の子供は高学歴になって違う職業についているそうでした。
　今回の旅行では、現地の皆さんが明るく、仲良く、まさに倫理実践でした。また
飯田隆会長には滞在中はすべてご案内をいただき、大変申し訳なく、心から感
謝申し上げます。私たちも皆さんと共に学びを深めていきたいと思います。

　９月21日、大分県倫理法人会から10
人でロサンゼルスヘ出発しました。初日
の夜は、眠らない町ラスベガスを満喫

し、翌朝４時にグランドキャニオに向けて貸切ワゴン車に
乗り15人で出発。 グランドキャニオンで一泊し、壮大な自然
を見ながらラスベガスホテルヘ、 その２日間の走行距離は
1500km。夜は噴水ショー、サーカス等を楽しみました。
　 24日はロサンゼルスのエンジェルス球場へ。大谷選手の
出場はありませんでしたが、この日は大谷デーで大谷のＴ
シャツをもらい野球観戦で盛り上がりました。
　25日朝６時から、ロサンゼルス倫理法人会のモーニング
セミナーに出席しました。夜は歓迎の懇親会を開いて頂き、 
皆さん明るく元気なのに驚きました。 栞の17ヶ条輪読に始
まり、挨拶の仕方など、 日本と何一つ変わりません。流石倫
理法人会だと思いました。
　初日の空港での出迎え受から、そのまま1週間ずっと付き
添って下さった、 飯田カルフォルニア州倫理法人会会長に
は大変お世話になりました。

法人レクチャラー研修開催

朝礼研修のご案内

大分県倫理法人会11/

15 金

　大分県倫理法人会の法人レクチャラー研修が18
名の参加で行われました。宇都進副方面長による
研修の後、３グループに分かれて一人づつ10分間
で事業体験を発表し、それに対しての意見交換が
行われました。
　法人レクチャラーとしての心得と原稿の作り方
を学んだ充実した研修でした。

県北地区

日　時：令和２年１月14日（火） 8:30~11:00
場　所：ホテル清照（豊後高田市）
講　師：那須隆 方面長
対象者：各単会の朝礼委員、 役員、 会員15名程度

基本的な朝礼の動作、挨拶実習を主体とした、実技指導です。 

※参加希望の方は県事務局まで

ロサンゼルス倫理法人会訪問!!ロサンゼルス倫理法人会訪問!!
2019年９月21日～９月27日2019年９月21日～９月27日

人生は人との出会い
中野 宏司土地家屋調査士 中野宏司事務所 （土地家屋調査士）

カリフォルニア州倫理法人会を訪ねて
大分県倫理法人会会長 （建設業・別府市）

（不動産業・中津市）
浦 松　 傳

大分県倫理法人会会長 浦 松　  傳

会長新年のごあいさつ会長新年のごあいさつ

普及拡大委員会より新年のごあいさつ普及拡大委員会より新年のごあいさつ

　皆さま方には令和２年度の新しき年を健やかにお迎えのこととお慶び
申し上げます。昨年は大分県倫理法人会の活動に一方ならぬご尽力を賜
りましたことに心から感謝申し上げます。
　さて昨年は、我国の悠久の歴史の中で平成から令和の時代へと御代替

わりの年であり、皇位継承の諸儀式は、我国の精神の継承の儀式でもあり、多くの人々の感動の
内に諸行事が行われました。またラグビーワールドカップも日本で初めて開催され、大分県でも
５試合が開催されて、県民一体となって海外からのご来訪の皆様のおもてなしをして、大変な盛
り上がりでした。また大分県倫理法人会では、昨年10名の会員で米国のカリフォルニア州倫理法
人会を訪問し、交流会をすることができました。海外でも倫理法人会活動が広がりつつあります。
　一般社団法人倫理研究所の創始者丸山敏雄先生は、著書「万人幸福の栞」の中で「人間の社
会だけは、貧富、貴賤上下の差別があり（中略）国の興亡があり、文化の隆替があります。これはど
うしたわけでしょうか。それは人間に限って、勝って気まま、わがままをすることができるからで
す。なまけることも、勉強することも、喜ぶことも、怒ることも、勝手であるからです。（中略）苦難は
そうしたわがままをした（他の動物のもっていない不自然な心を出し無理な行いをした）時、自
然に出てくるようになっているのです。だから、たとえどのような苦しみであろうとも、そのすべて
が自分のわがまま勝手からきていることで、どれも人間の協同生活にあってはならぬ心持です。
これを取り去ることが、正しい心にもどることで同時に苦難をを取り去る道です。このわがままを
取り去った暮らし方、これこそ新しい絶対倫理であります。」と記されています。今年もより一層学
びと実践に努めていこうではありませんか。
　倫理法人会では「企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を」のスローガンのもと、純粋倫理のす
ばらしさをより多くの人々にお伝えし、体験していただき、健全な企業経営と幸せな家庭を築か
れることを願っています。大分県倫理法人会では現在1,100社の会員さんと純粋倫理を学び、実
践に取り組んでいますが、今年度２月には中間目標1,164社、７月には1,233社の仲間づくりを目
指しています。皆様方のご協力を切にお願い申し上げますとともに、一人でも多くの方がより一
層幸せになられますようお祈りします。
　結びになりますが、今年はオリンピック、パラリンピックが日本で開催されますが、会員の皆様
をはじめとして多くの方々が人生の金メダルの年でありますよう祈念申し上げます。

日本と変わらないモーニングセミナー

新年あけましておめでとうございます

中津市倫理法人会会長 大塚  幸司　

「職場の教養」で変わった自分
川野 辰徳読売新聞・読売センター三重町  所長 （新聞店）

　新年あけましておめでとうございます。
　令和２年の年頭にあたり、普及拡大委員会より
御挨拶申し上げます。
　２月の普及中間目標社数1,164社、８月期末目
標社数1,233社を掲げ、昨年９月より普及にご協力
戴き、誠にありがとうございます。
　普及は、ご入会をお願いする側と、お誘いする
企業様との思いがピッタリと一致しなければ成り
立ちません。お誘いするこちら側に、躊躇する心
や、後ろ向きな心があれば普及活動は困難です。

目の前に次々と突き付けられる【普及】の二文字を『ソロバン無くして倫理を語るは寝言である』
の精神で闊歩して戴き、2月の中間目標達成を目指して、心を一つにし、ワンチームで頑張っ
て行きましょう。
　明朗な心で、人様の幸せを願い、無理な普及活動ではなく、コツコツと毎週普及を実践し
て行った時、やがて皆様方の会社が大きく飛躍し、周囲が動き、思いもよらぬ応援者が現れ
る事を体験される事でしょう。普及により経営環境を劇的に変えて行くという、【実践による
体験】を是非経験してみようではありませんか！！
　まずは、『2月の普及中間目標社数　1,164社を達成するぞー！！』よろしくお願い致します。

2月の普及中間目標社数1,164社を達成するぞー！！

普及拡大委員長
一丸　敏雄

普及拡大副委員長
金田　興国


