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　大分県倫理法人会会員、未会員の皆様、新年明け
ましておめでとうございます。
　昨年は年を明けて間もなく、新型コロナウイルス
が世界的に猛威をふるい、倫理法人会の基軸である
モーニングセミナーを始め、あらゆる集合型の行事
が２月26日より５月末まで、国の非常事態宣言に伴
い前代未聞の中止せざるを負えない状況に陥りまし
た。その間、ＷＥＢを使ってモーニングセミナーや役
員会を開催したりと、活動を継続した単位倫理法人
会もございました。その後６月より集合形式の行事
を順次再開し、新型コロナとウイルスの感染予防対
策をしながら活動を続けて参りました。本年度も引
き続き感染予防に最大の注意を払いながら、出来る
事から一つ一つ純粋倫理の学びを深めて行きたいと
思います。
　大分県倫理法人会は、昭和58年５月21日全国で12
番目に誕生し本年度38年目を迎える「よりよく生き
るための心の生活法則を学ぶ」法人会員組織でござ
います。
　私たちがテキストとしている万人幸福の栞、第八
条の一文に「明朗こそ、まず己が救われるともしび
であり、己のかかげたこの燈火で、人もまた救われる。
そして世の中が光明に輝いてくる」とあります。コ
ロナ禍の今こそ、まず経営者自身が純粋倫理を学び、

明朗で活力に満ちた人
間に変わることによっ
て、社員が変わり、社
風が変わり、自社の繁
栄を目指すものです。
仲良く倫理法人会の会
員同士が集い、語り合うことで、自分では築かない
ような経営のヒントも得られます。人と人との出会
いは、経営力を高める強い原動力となります。
　倫理法人会の活動の基盤である早朝６時から開催
されるモーニングセミナーに是非とも参加いただき、
志を同じくする仲間と共に励むことにより、実践に
磨きをかけられます。また会員に毎月贈呈されるさ
れる活力朝礼の冊子である「職場の教養」を是非と
も社内でお使いいただき、より良い職場づくりに活
用頂きたいと思います。
　物理には「万有引力の法則」のように法則があり
ますが、宗教でも、主義でも、学説でもない実行によっ
て直ちに証明できる生活の法則を学んで、コロナウ
イルスはまだまだ終息には時間がかかりそうですが、
明けない夜はありません。コロナ禍でも出来る事か
ら、安らかに朗らかに喜んで進んで実践し、より良
い令和３年（丑年）にしようではありませんか。
　本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます
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大分県倫理法人会会長 飯田　宜章新年のごあいさつ
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決意を新たに県内各所から一堂に集う
令和３年度辞令交付式令和３年度辞令交付式
大分県倫理法人会大分県倫理法人会

　令和３年度大分県倫理法人会役員辞令交付式が、令和２年９月11日ホテル日
航大分オアシスタワーにて開催されました。
　和田毅法人局局長より、県役員へ辞令が交付されました。次に辞令交付式に
参加の各単会の役員名が呼びあげられ、代表して会長が辞令を拝受。飯田宜章
県会長の挨拶、大杉天伸幹事長より決意発表があり、和田局長の式辞、「日本創
生の詩」の斉唱で締めくくられました。
　懇親会では、那須隆方面長の挨拶に続き、浦松傳相談役の乾杯の音頭で会場
は一気に盛り、その後単会ごとに登壇し元気一杯の決意表明が行なわれ、会場
に怒涛の拍手が響き渡りました。
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　大分臨海倫理法人会は、小松会長を中心に役員の皆さんがそれ
ぞれの役割を理解し、役に徹して毎回モーニングセミナーを盛り上げ
ています。毎週月曜日、下郡小学校前の挨拶運動は近頃時間があわ
ず参加できていませんが、毎月第２日曜日のジャングル公園周辺の清
掃活動は有志の方が参加し、地域に貢献することができています。
　さて、当会の特色はなんと言っても小松会長の弾ける笑顔を中心
に、それぞれ役員が最高の笑顔で自単会、他単会、特に初参加の未
会員さんをお出迎えすることができています。これも毎回モーニングセ
ミナー朝礼の会長挨拶の中で「参加者、特に初参加者、未会員をひ
とりぼっちにしないでください。」という会長の想いを、各役員が共有す
ることで、参加者から「アットホームな雰囲気で良いですね。」と嬉しい
言葉をいただけるようになりました。これも会長と心を一つにすることで
出来たことだと思います。
　これからも、この良い雰囲気を当会の伝統として受け継いでまいり
ますので、今後とも大分臨海法人会をどうぞよろしくお願いいたします。

　10月度役員会の前に、県役員、各単会の会
長、専任幹事、モーニングセミナー委員の参加
でモーニングセミナー朝礼研修が行われました。
　鶴川宗弘担当研究員による指導で、モーニン
グセミナー 朝礼の基本を学びました。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
実技指導はありませんでしたが、参加者より多く
の質疑があり、充実した研修でした。

　令和元年ある日、30年前の
上司Iさんの電話から始まりま
した。遊びに行って良いかとのことでした。もち
ろん大喜びです。その数日前、以前働いていた
会社の上司Ｓさんと十数年ぶりに偶然ホームセン
ターでお会いしたことからでした。
　私は29年前シールラベルに特化した印刷会社
を創業して、妻と二人で仕事しています。平成
30年から売上が落込みそして、一昨年妻の体
調不良で閉塞感で一杯になっていたところでし
た。こんな時期に経営者の会らしき会に勧誘で
した。何度もお断りしましたが、ひとつだけ気
に掛かることがありました。家族や奥さんとの約
束は守っているかとの事でした。ええ約束どころ
か家族で一番予定のはっきりしない存在だった
わけです。
　11月１日入会。それから、私は心の中で妻や
子ども達に約束を守る事を心の中で誓い、訊く、
学、憂えない、実践、捨てるを持ち、人生笑
顔で感謝しハイと受け入れるを心に留め、おか
げさまでコロナ渦でも明るく過ごせました。最後
にお誘いいただいた先輩、同じ学びの仲間のみ
なさんありがとうございます。

　11月18日、大分ホルトホールにて、鶴川宗弘担当研究員
を講師に朝礼マスター研修を行いました。
　コロナ過での中、各単会朝礼委員を柱として、32名の参
加により、基本動作から、グループでの研修となりました。
活力朝礼の基本は、職場の教養の活用！ スタイルは各企業、
会社の独自の取り組みを大切にするという、鶴川研究員の
趣旨説明の基、研修の基礎となる練習開始。本来の大きな
声を出せないものの、参加者全員の真剣な取り組みは、今
後の活力朝礼推進の大きな力になりました。今回ご協力い
ただきました参加者の皆様本当にありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　（朝礼委員長　新田活己 ）

大分臨海倫理法人会

アットホームな雰囲気と笑顔が特色ですアットホームな雰囲気と笑顔が特色です

モーニングセミナー朝礼研修開催
10/

８ 木

朝礼マスター研修開催
11/

18水

会員紹介 竹田市倫理法人会

倫理法人会に学び

安 藤　敏 孝
合同会社アンドー
代 表

単会ピックアップ
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経営者モーニングセミナーのご案内

朝起きの実践から
1日の良いスタートを!

あさ6時スタート!

大分臨海倫理法人会
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2116-2
　　　　　TEL:0972-83-8300  FAX:0972-83-8300

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/旧大分県土地改良事業団体連合会事務所
速見郡日出町字仁王山３５３２番地の５

土

令和３年度 大分県倫理法人会 （令和2年12月24日現在の予定）

「経営力を磨く」
倫理経営講演会のご案内

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!!

豊後高田市準倫理法人会
中津市倫理法人会
大分東倫理法人会
大分市倫理法人会
日田市倫理法人会
杵築市倫理法人会
宇佐市倫理法人会

３月１５日（月）
３月１６日（火）
３月１７日（水）
４月　６日（火）
４月１９日（月）
４月２０日（火）
４月２２日（木）

別府市倫理法人会
速見倫理法人会
大分臨海倫理法人会
竹田市倫理法人会
大分南倫理法人会
臼津倫理法人会
豊後大野市倫理法人会

５月１３日（木）
５月１４日（金）
５月２０日（木）
５月２１日（金）
５月２６日（水）
５月２７日（木）
５月２８日（金）

　令和３年度の倫理経営講演会は「経営力を磨く」をテーマとして、企業を繁栄に導く
方途を具体的に提案します。不透明な時代の中で皆様の事業が未来に向けて力強く邁
進するきっかけになることを願い、多くの方々のご来場をお待ち申し上げております。

【テーマ】

◆ ◆ 会員のメリット ◆ ◆

国内約69,000社、大分県約1,100社の企業が入会しています。
倫理法人会は全国組織です。
※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。
※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（当時）の記念撮影。

●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。

（2019年9月現在）

大分県功労者
表彰を受賞
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