
　2021 年４月８日（木）、大分市のホテル日航大分オ
アシスタワーにて、倫理研究所丸山敏秋理事長による
理事長研修が開催されました。
　今回の研修は、新型コロナウイルスの感染症対策を
万全にした中で行われました。
 　藤野正研修委員長の進行で、大杉天伸幹事長による
倫理法人会憲章唱和に始まり、飯田宜章県会長の挨拶
の後、いよいよ丸山敏秋理事長が登壇され研修が始ま

りました。
　参加者は、真剣に丸山理事長の講演に耳を傾けてい
ました。
　今回の研修で講義や気づきを生かし、私たち経営者
としての人格・資質向上を図っていくという決意を持
ち、経営力の向上を目指していこうとの気持ちが高ま
りました。倫理を実践し、この大転換の時代を切り拓
いていきましょう！

よりよく生きるための心の生活法則を学ぶ
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令和 3年度 大分県倫理法人会理事長研修開催令和 3年度 大分県倫理法人会理事長研修開催

伸びる会社は朝
を活かす!!

大転換期の今、熱
き思いを語れ!

主催/大分県倫理法人会　後援/大分合同新聞社・OBS・TOS・OAB

大分市府内町１丁目5-38

7月3日
13：00～17：00
コンパルホール
文化ホール

大杉幹事長

丸山理事長
飯田会長

藤野研修委員長
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　３月15日（月）豊後高田市のホテル清照において倫理経
営講演会を開催をしました。検温やマスク着用などの新型
コロナウイルス感染防止対策を施したなかの開催でしたが、
75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。
　第１部は、片山孝志法人レクチャラーに「会社を救った
ある行動」と題して事業体験報告を、第２部は伊藤俊郎法
人アドバイザーに「経営力を磨く」をテーマに講演をいた
だきました。事業体験と講演も「心の経営の実践の内容」
で参加者を引き付けていました。
　今回の講演会は、密にならないよう席の配置をしたため、
収容人員が75名と少なかったのですが、聴講券の販売をは
じめとした事前の準備が、しっかりできたおかげで、会場
が満席となりました。この倫理経営講演会の成功で2022年2
月22日、正法人会設立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豊後高田市準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。　　　（豊後高田市準倫理法人会会長　切封　幸信）

「経営力を磨く」
これからの倫理経営講演会開催予定

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
豊後大野市倫理法人会

別府亀の井ホテル
日出町中央公民館
アイネス
ホテル岩城屋
ホルトホール大分
エイトピアおおの

田形健一名誉研究員/加来恵美子法人L
山路卓司法人AD/磯村安倫法人L
長嶋徹法人局顧問/西廣真治法人L
内田智士研究センター次長/川﨑隆男法人L
花野井勝浩法人SV/金川俊一法人L
最上勝弘法人AD/長友尚志法人L

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28日（金）

18:30～20:30
18:30～20:30
18:30～20:30
18:30～20:30
18:30～20:30
18:30～20:30

　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】

豊後高田市準倫理法人会を皮切りに 切封幸信会長のあいさつ

伊藤俊郎法人アドバイザー

受付前の検温 透明パーテーションを設置

片山法人レクチャラー 図書紹介 安部専任幹事

倫理経営講演会スタート倫理経営講演会スタート
令和３年度令和３年度

未会員の参加大歓迎!! 是非ご来場ください。
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　誰にでも、これだけが片付いたらという、悩みがあるもの。 倫理法人会の会員になると、経営、
家庭、人間関係等による悩みについて指導を受けることができます。
　しかし、倫理指導は苦難の解消を目指すものではありません。その人の抱える問題点をつぶさに
聞き、生活法則である純粋倫理から外れている部分を見抜き、正しい道筋を指摘します。苦難を足場
にして、その人生観、人間性を変革し、正しい方向に生活を改善することを目的とします。

倫理指導は人生を変える！「倫理指導」のすすめ

　約４年前から、宇佐の前会長伊藤様より、モーニングセミナーのお誘いは頂いてお
りました。会社運営に悩みは尽きませんが、セミナーの場に解決方法があるとは思え
ず足は向きませんでした。
　約２年経過したころ、先輩の大きな転換期の話があるから、ぜひ聞くべきだと強い
オファーを受けて初参加しました。予想を上回る空気に圧倒され、その場から帰りた
くなるぐらいでしたが、先輩の講話が素晴らしく、もう一度通うことにしました。
　次の参加は、会員スピーチ『法人会さんには素晴らしい社長ばかり、誰か我が社を買っ
てくれませんか？？』それが最初のスピーチでした。
　その後も、先輩方の優しい出迎え対応に、段々足が向くようになり、朝の挨拶など

役まで頂き、セミナーの参加を継続しました。さらに、尊敬する先輩を見て、深い理解もせず、今期より専任
幹事を拝命しました。今は成長の時だと、迎え入れております。
　自分の状態が、会社の状態だと経験、学びとなってます。これからも、多くを学び、人に及ぼせるよう成長
していきます。

●お問い合わせ　大分県倫理法人会　TEL097‐532‐1890　メール rinri@oita-rinri.jp

女性セミナー・朝礼研修開催

別府地区女性セミナーの様子 別府地区朝礼研修の様子

会員紹介 宇佐市倫理法人会 矢 野 　浩 様 （株式会社宇佐車輌　代表取締役）

別府地区より

　別府地区の3単会倫理法人会は、４月10日（土）に
女性セミナー、４月14日（水）に朝礼研修を行いました。
　女性セミナーは、26名の参加で、未会員６名、その
内速見２社、別府市１社の入会となりました。
　セミナーは、有限会社ふじ環境センターの内野社長
と娘さん２人の講話の後、花見弁当で昼食をとり、和
やかで華やかな雰囲気で盛り上がりました。
　単会女性委員長の事前準備とおもてなしが普及に結
びついたと思います。

　朝礼研修は、20名の参加となりました。
　規律正しい中にも、和気あいあいの研修ができ、社
内朝礼の向上に役立てたと思います。参加者の中には、
初めて活力朝礼を体験される方もおられましたが、積
極的に取り組んでいました。「大きな声でのあいさつは
気持ちいいものですね」と話していました。
　両方のイベントが、これからの普及に繋がっていく
と思います。
　　　　　　　　　　　　（別府地区長　黒谷　尚輝）
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https://founder.rinri-jpn.or.jp/index.html

万人幸福の生活法則である「純粋倫理」を発見した、倫理運動の
創始者・丸山敏雄の生涯と業績を多角的に紹介します。

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
大分県大分市都町2-1-7　TEL:097-538-8701

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

録音風物誌
OBSラジオ  毎週土曜日18時より放送中!!
倫理研究所提供ラジオ番組

「声」と「音」とナレーションで、
10分間、イマジネーションの世界へ―

丸山敏雄ウェブ

小さな苦難を大きな幸福に変える
法則がここにある――。

倫理法人会のイメージアップを狙いＰＲ動画が完成！
キーワードは「爽やかさ」「明るさ」「ビジネス仲間と問題解決ができる場」
　ＰＲ動画制作は、今年度より新設されたWeb委員
会の企画により実施されました。
　普及活動で倫理法人会の情報が届きにくかった層
（スタートアップ企業、ベンチャー企業など）に向け
て発信されます。
　作成された動画は60秒。活用方法として、大分県
倫理法人会のホームページに埋め込まれるほか、県
のフェイスブックページ（https://www. face-
book.com/oitarinri）にてSNS広告掲載されます。
　動画は希望者（会員）に提供が可能です。オリジナ
ルの動画データ（ＭＰ4）を使用して、普及活動や、会
員自身のＳＮＳで情報発信してください。

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。

　2021年３月、大分市倫
理法人会のモーニングセ
ミナー会場（大分市アート
ホテル2階）にて、大分県倫
理法人会のＰＲ動画の撮
影が行われました。

完成した動画（YouTube）

■問い合わせ　Web委員会  木原まで
　　　　　　　090-2322-0155

動画QRコード
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