
　２月14日から２泊３日で、倫理研究所富士研修センターで経営者倫理セミナーを受
講して来ました。今年は県下で18名の参加がありました。今回のセミナーは全国各地
から161名の方が同じテーマを全員で挑戦しクリアして、自己の啓発に努めました。

　セミナーで学ぶことは「実践力　当たり前に実行できる」「生命感覚　感謝は最強の気力」「純
粋倫理の探求　豊かな人生の創造」「真のチームワーク　自主的創造力の統合」でした。
　特にチームワークの行動は、初めて会った人たちにが同じ目標に向かって努力し、全力で立ち向い、
何度も何度もやり直し目標達成をした達成感は、涙が出る思いでした。久しぶりの充実した２泊３
日のセミナーでした。
　最後になりましたが、激励のメール、ＦＡＸありがとうございました。　

　豊後高田市のホテル清照にて、那須方面長を講師としてお迎えして、県北地
区朝礼研修を行いました。各単会の朝礼委員、役員、会員14名の参加で、活力
朝礼の基礎、挨拶の実習、グループ朝礼実習と研修をおこない、普段出来てい
るつもりでも、改めて行うと出来ない部分や、新しく学ぶところ等、ベテランか
ら新しい方まで、約２時間の密度の濃い研修となりました。那須方面長も声を

からしての熱血指導で、誰が参加しても実践出来るとても分かりやすい研修内容でした。
　参加者全員の心を一つにし、モチベーションを上げていく、活力朝礼の取り組みに是非力
を入れていきましょう。

「録音風物誌」OBSラジオ毎週土曜日 18時より
次の世代に語り継ぎたい  日本の「音」を伝える「録音風物誌」。
倫理研究所は、平成13年1月より 番組提供をしています。

放送中!!

伸びる会社は朝
を活かす!!

大転換期の今、熱
き思いを語れ!

　令和２年大分県倫理法人会の新年式がホテル日航大分オアシスタワーにおいて、約
140人の出席で開催されました。宇都進副方面長による年頭の挨拶、大分県商工会連合会
会長森竹治一様の祝辞、浦松会長の挨拶、「日本創生の詩」斉唱で締められました。その後、
懇親会では、大分県知事広瀬勝貞様の祝辞や乾杯後、各単会会長の力強い決意発表、浦松
会長の発声でスローガンの唱和をしました。

　2月６日、別府ビーコンプラザにおいて、倫理
法人会で学ぶ「万人幸福の栞」の良さを再度深
く理解するため、那須隆方面長による「万人幸
福の栞」勉強会が開催されました。

　大分市内の会員11名が、２月17日にスタート
した、県内一周駅伝の選手たちを、「がんばれ!
声援でつなぐタスキと絆 大分県倫理法人会」と
書いた横幕を持って沿道に立ち応援しました。

経営者が生き抜く流儀を学ぶ
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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。

主催/大分県倫理法人会　後援/大分合同新聞社・OBS・TOS・OAB

モーニングセミナーにお越しください!

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/

あさ6時
スタート!

大分臨海倫理法人会

令和２年新年式開催 !!

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:050-3451-9598

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

1/

9 木

県北地区活力朝礼研修会開催 !!
1/

14 火

県内一周駅伝応援「万人幸福の栞」勉強会

富士研セミナーを受講して 研修委員長　藤  野　   正　２月４日、５日と九州・沖縄方面会に出席して来ました。
　今年の開催地は福岡県のホテルニューオータニ博多でした。その中で私は大分県代表として
「中間目標に挑んだ私たち」というテーマで発表させて頂きました。私は昨年９月より初めて大分
東倫理法人会の会長という大役を引き受けさせて頂き、方面会は３回目ですが会長としての出
席は初めてでしたので、去年までとは違った感じでした。10分間の発表の中で、私は会長になっ
てからの思い、特に大分東倫理法人会を盛り上げて行こうという思いを発表させて頂きました。
　大分東では先ず普及という言葉は使わずに、仲間作りをするという意識を皆が持ちＭＳや各
行事に取り組んでいます。 特に仲間作りは先ず口だけでなく行動するという事を実践した結果、
12月に多くの仲間が出来ました。やはり何事も行動しなければ結果は出ないという事を実感しま
した。また仲間のその後のフォローが大切だと思いますので入会者のフォローも心掛けています。
大分東では各役員の皆さんがほんとにワンチームになって活動し、会員さんも楽しんで活動して
頂いてると思います。 これからもこの雰囲気を保てる様に何事も楽しんで行きたいと思います。
　最後に方面会に出席させて頂いて感じた事は、やはり会社も同じだと思いますが社長、会長
が思いを強く持ち明るく楽しくやっていれば良い会社、 会になれると思いました。
　これからも楽しんで活動させて頂きます。

九州・沖縄方面会で発表して

行動しなければ結果は出ない

しっかり基本を学べた活力朝礼研修

大分東倫理法人会会長

野仲　亮一（和蔵㈱/代表取締役）

広瀬勝貞大分県知事 森竹治一商工会連合会会長 宇都進副方面長 浦松  傳会長

朝礼委員長　新田　活己

写真提供/大分合同新聞社

テーマ「運命を切り
開く」



　15年前、大分駅の清掃活動に参加するようになりました。（現在は都町ジャン
グル公園に移っています）最初は、単なるゴミ拾いと思って参加しましたが、その

全てのプロセスに、純粋倫理のいろいろな気づきがあることがわかりました。組織で協力するコ
ツや、リーダーの役割、道具の活かし方、ゴミや汚れている場所に対峙した時の自分の心のあり
方、そして徹底することの大切さなど。その日同じチームになった人と、一つの目標に向かって、心
を合わせ、黙 と々する作業。終わった後、キレイになって朝日に照らし出される公園や道路、そし
て洗われた道具を振り返るのは、何とも清 し々いものです。
　これからも小さなことから、できることから、故郷に貢献できれば嬉しいです。ご興味のある方、
ご参加お持ちしています。　　   　  

　毎月掃除の実践と共に意義と効用も学べています。
①自己確立することができ目の前の問題を受け止め自

分で考えて行動するようになる。
②周囲の人に配慮して、いつも先のことを考えるようになる。
③人と時間・行動を共にするため目標と価値観を共有できる。
　小さいことですが私の店舗の両隣も掃いて掃除をするようになりまし
た。全てを良い方に変える大きな切っ掛けになり、させていただくという
幸せな気持ち、心あるところに宝あり、こころも大切に無心でこれからも
行っていきます。　　　　　　　　　　　　

清掃活動にある純粋倫理の気づき 全てを良い方に変える切っ掛け
モーニングセミナー委員会　委員長　大杉　天伸 青年委員会　副委員長　福　秀文

　今回、初の富士研受講に参
加させてもらいました。
　まず部屋割りがあり、ぞくぞ
くと各県の志しのある倫友が集
まってきました。私の班は10班

となり誰がリーダーになるか決める時、リー
ダーにならなかったらただただ流れにそって
貴重な３日間が過ぎると思い、自分から立候
補しました。
　10班の倫友は本当に優しく、自分が不甲斐
なくても笑ってフォローしてくれて、気持ちもだ
んだんと10班のテーマと一緒で「心を一つに」
になっていきました。特にあいさつ実習では、
感極まるほど合格を貰えた嬉しさが、つい最
近の様に感じます。
　私の班の特徴は、一人一人が思いやりの
ある、いつもニコニコ笑顔の班だった様に感
じます。その思いやりやニコニコ笑顔が、自
宅や会社で10班の皆が「今」もできてたら本
当に嬉しいです。
　初めは自分の事ばかり。けど10班になって
自分の事より相手の事ばかりを学ばせてくれ
た、班の皆に感謝でいっぱいです。
　最後に富士研の先生方、集合リーダー、
各班のリーダー、そして誇らしき10班の皆さん
本当にありがとうございました。

　立候補しチームリーダーになった
初日、講師の方からコメントで、「目を
見て名前を呼び、メンバー一人一人
と向き合うこと」と、私が出来なかっ
たことを指摘されました。グループの

問題点を、半日もかからずに的確に指摘してくる講
師陣に驚き、また、全て見抜かれていると観念して、
今目の前にある課題と正面から向き合う覚悟を決
めました。
　日頃から、自分の仕事で、スタッフと向き合う時に
心がけている、一人一人の美点に目をむけ、得意な
点を役割分担することを実践しました。得意分野を
全員が共有することで、それぞれが自分の持ち味を
十分に発揮し、自主的に率先して行動するようにな
りました。
　挨拶実習ではリーダーの私自らが率先して声を
出し、無心で挨拶実習した時に、初めて本当の一体
感を感じ、合格することができました。
　真のチームワークを実現するには、自らが純粋に
行動することだと気付かされました。
　皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。

　この度は、富士研修に参加さ
せて頂きありがとうございました。
　最初は松山会長の呼び掛けに
同調したものの、断りたい気持ち
もありました。一方で今の自分の

私生活、家族関係、職場関係に迷いや憤りを感
じていた事があり、もしかしたらこの研修を期に
何か変化が起こるかもしれないという期待や、願
い、祈りみたいなものがあり、何かの縁だという
想いで参加を決断しました。
　いざ、参加してみると参加初日から終了まで、
全てにおいてグループ生活ですので、自分勝手
な行動はできません。トイレのスリッパを揃える
のに数ミリのズレも許されなかった事、食事で
テーブルの上の調味料の位置や向きを揃えるな
ど、非日常生活に身を置いたことで、自分はいか
に物を大切にする気持ちや、仲間との信頼関係
が希薄だったのか、心の底からの「感謝」が足り
ない事に気付かされました。
　また何事も一生懸命にやる事で一体感が生ま
れ、「喜働」に繋がる事を学びました。倫理でどん
なに良い話を聴いても、実践しなければ何も変
わらない事を学びました。
　最後に、この三日間で共に涙を流し感動をく
れた素晴らしい仲間、講師の方々、励まし頂いた
大分県倫理法人会会員の皆様に深く感謝申し
上げます。

　「熱意は誠意（まごころ）からしか
湧いてこない。」
◆リーダーをした方がいいよ。と、事
前に先輩からアドバイスを頂いてい
た。思い切って、一番先に立候補し

お役割を頂いた。良かった。一番勉強になったのは
私ではなかろうか。と、思うくらい刺激的な３日間を
過ごせた。
◆役を受けるという事は「責任を負う」ということ。
先手・誠実・全力、どれも不足している自分に腹立た
しくも悔しくも諦めも…。とにかく無我夢中になれ
た。
◆「即行」が私の課題である。解っているが逃げてし
まう自分が居る。本気で悔しい。言い訳したくない。
本気でそう思った。
◆ちなみに、私が一番感動した事は「徹底」だ。トイ
レ掃除で５ｍｍの髪の毛が落ちていても、スリッパ
揃えが３度曲がっていてもダメ。本気100％の細心の
注意を払う大切さが身に沁みた。２週間が経過し
たがまだ感動は尽きぬ。皆様にもリーダーをする為
に富士研に行くことをお勧めしたい。

大分県臨海倫理法人会　穴井　留美
（エステティックサロン エーアイ ルミナス/顧問コンサル）

竹田市倫理法人会

速見倫理法人会

倫理経営講演会のこれからの開催予定 皆様のご来場をお待ち申し上げます。

令和２年度 大分県倫理法人会倫理経営講演会 開催中!!

大分南倫理法人会

別府市倫理法人会

大分臨海倫理法人会

臼津倫理法人会

ホルトホール大分

別府亀の井ホテル

鶴崎ホテル

臼杵市民会館

４月２２日（水）

５月１４日（木）

５月２１日（木）

５月２７日（水）

18 : 30~20 : 30

18 : 30~20 : 30

18 : 30~20 : 30

18 : 30~20 : 30

足下の実践力に磨きをかけ自己を深く凝視した３日間足下の実践力に磨きをかけ自己を深く凝視した３日間
大転換 ‐いま求められる心の経営‐大転換 ‐いま求められる心の経営‐

「富士研」倫理経営セミナー受講記「富士研」倫理経営セミナー受講記

大分地区倫理法人会
街頭清掃に参加して

チームリーダーになって学んだこと 10班のリーダーになって
別府市倫理法人会 幹事　金田　昌一

（味の名門 焼肉かねだ/代表）

富士研修を経て
日田市倫理法人会 副専任幹事　石井　正弘

（㈲髙倉スレート工業/営業）

リーダーのススメ
竹田市倫理法人会 幹事　佐藤　知博

（ハッピーアートカンパニー /代表）

　２月７日（金）ホテル＆リゾーツ別府湾において倫理経営講演会を開催をしたと
ころ、141名の方にご来場をいただき盛大に開催をすることができました。皆様方

のご支援ご協力に心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。
　事業体験を九内庸志法人レクチャラーに「創業87年－３代目の苦難借金２億円完済物語」と
題して発表を、田畑章法人スーパーバイザーに「大転換～いま求められる心の経営を～」をテー
マに講演をいただきました。事業体験と講演も心の経営の素晴らしい内容で聴衆を引き付けて
いました、皆様の表情は絵顔で満ち溢れていたのが印象的でした。未会員1名の方が早速入会
をしていただき仲間が増えて会の雰囲気が変わりました。この倫理経営講演会の成功で後期に
弾みがついたと感じています。皆様方の応援を頂きながら速見倫理法人会を活性化していく覚
悟ですので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

１４１名の参加で盛大に開催
速見倫理法人会  会長　工 藤　健 次（工藤農園/代表）

（Lucy's/代表）（いとしや/代表）

　年間スケジュール上の一大イベント「倫理経営講演会」を県内のトップバーター
となる１月24日（金）に開催しました。私としては９月に会長をお受けしてから初

めての大きな行事です。例年は５月に開催していましたが、年間スケジュールを決める際に、役
員の皆さんと竹田なりの意気込みを示そうとなり、大分県内で１番最初に組みました。
　チラシの作成時に後援が確定していなかったり、チケット頒布にも時間が少ないなどの課題を
役員全員の団結力で克服し、当日は63社121名とたくさんの御参加をいただきました。内容は出
雲市倫理法人会 古川雅巳様の事業体験報告、法人局普及事業部 和田毅部長の講演でした。
いっぱいとなった会場の雰囲気が懇親会でも続き、おおいに盛り上がったのは言うまでもありま
せん。コロナウイルスの影響で倫理経営講演会を中止せざるを得ない単会があるなかで、たく
さんの方に支えられながら無事に開催できたことに感謝しています。

まずはやってみよう！
竹田市倫理法人会  会長　井 　  英 昭（ファッションプラザ太陽/代表）
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