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沈堕の滝／豊後大野市

大分県倫理法人会　会長 飯田　宜章（はんだ のりあき）

コロナ禍で大変な今こそ
　経営者は大きく変わるべき適時

令和４年度スタート令和４年度スタート
特集：県役員・単会会長の抱負特集：県役員・単会会長の抱負

　2020年初頭に出現したウイルス感染症のパンデミッ
クは減少したかと思えば、次第に増加の一途を辿り、
世界中が経済的にも精神的にも大変疲弊した昨今では
ないでしょうか。
　倫理法人会も集合型のセミナーや交流会など大幅に
制限を受けた一年でありましたが、このような状況下
でも感染防止対策を行いながら県下14会場で毎週早朝
６時から行われるモーニングセミナーは、一定期間を
除きWEBも併用し開催を続けて参りました。倫理法人
会は「よりよく生きるための生活法則を学ぶ会」です。
　万人幸福の栞の四条「人は鏡、万象はわが師」一説
に『今日までは相手の人を直そうとした。鏡に向かって、

顔の墨をけすに、ガラスをふこうとしていたので、一
こうにおちぬ。自分の顔をぬぐえばよい。人をあらた
めさせよう、変えようとする前に、まず自ら改め、自
分が変わればよい。』と書かれています。
　朝の直感力が最も好調に達する時間に、経営者自ら
が今までとは違う体験をしてみませんか？そこには元
気で前向きな経営者の皆様との出会いが有ります。そ
してこの体験を基に実行することにより、より良い人
生に変わって行くと確信しております。　
　皆様、知人をお誘いあわせのうえ、是非ともモーニ
ングセミナーにお越しください。役職者一同お待ちし
ております。本年度も宜しくお願い致します。

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４年度スタート

大分県倫理法人会
役員紹介
令和4年度大分県倫理法
人会役員の皆さんから、
新年度に向けての抱負
や決意について原稿を
頂きました。

副会長

　この度、前期に引き続き県副会長
を拝命し、飯田会長を強力に補佐し
て参ります。
　2023 年大分県倫理法人会創立 40
周年に向け、全単会 100 社を目指し
一致団結して計画的な普及を実践し
て行きたいと考えています。

一丸　敏雄
新年度に向けての抱負

（いちまる  としお）

■杵築市倫理法人会
■㈱サークル・ワン

　昨年度計画した委員会計画は、ほと
んど中止となりました。
　現状は、中々落ち着かない状況です
が、本年度も委員会計画を立案し倫友
に学習の場を提案させて頂きます。富
士高原研修所での経営者倫理セミ
ナーです。参加をお願い致します。

藤野　　正
新年度の抱負

（ふじのただし）

■日田市倫理法人会
■バンビーナーサリー

　当たり前の事を当たり前に思わず常
に変化を求め、その中でも倫理の学び
を通じて人への思いやり、優しさを学ば
せて頂ければと思います。倫理には多
くの標語、言葉がありますが基軸の純
情な心が大切だと改めて考えさせられ
ます。また、この役を通じて皆様のお役
に立てるように努めさせて頂きます。

松本　　忠
倫理を通じて

（まつもとただし）

■大分臨海倫理法人会
■ひびの整骨院

　幹事長というお役を頂き、２年目
となる今年度から、普及拡大委員会
が統合され、普及拡大に直接かかわ
る事柄の指示・要請は、幹事長に一
元化されました。40周年を目前にし
て、まずは全単会の資格復帰を最優
先に、着実堅実な拡大充実を推し進
めて行きます。

大杉　天伸
着実な仲間づくり

（おおすぎ  ひろのぶ）

■大分南倫理法人会
■㈱協栄商会

　今期から普及拡大委員長を置かな
い代わりに幹事長の下に副幹事長を
３名置く事となりました。会長方針
の下、自分に何ができるか考え、役
に徹したいと思います。
　大分県倫理法人会の発展の為に頑
張りますので宜しくお願い致します。

黒谷　尚輝
新年度に向けての抱負

（くろたに  よしてる）

■速見倫理法人会
■大進建設㈲

　今年度、大分県倫理法人会副幹事長
を拝命致しました。
　長い歴史と会員数1000社以上の
規模をもつ大分県倫理法人会におい
て、前向きな変化を起こし、「単会が主
役」という思いのもと、飯田会長・大杉
幹事長を支え前進していく所存です
ので、何卒よろしくお願い致します。

甲斐　昇一郎
前向きに変化を

（かい  しょういちろう）

■竹田市倫理法人会
■㈱藤野屋

　この度、副幹事長に任命いただき
有り難うございます。
　大分県倫理法人会の発展と躍進の
為、飯田会長のもと少しでもお役に
立つよう邁進して参ります。
　時代や環境が大きく変化するなか
会員の皆様と共に純粋倫理を活かし
新たな時代を突き進みたく存じます。

瀬口　詠一郎
新たな時代を突き進もう！

（せぐち  えいいちろう）

■中津市倫理法人会
■中信不動産㈲

　コロナ禍や日常の慌ただしさに紛れて、見
失っていたものが多々あるように思います。
世の中、何が起こるか分からない。一日一日
を大切に丁寧に生きていこうと、今年度、２年
目の県事務長を仰せつかり、改めて感じてい
ます。この命があることや様々なことに感謝を
し、今、自分に出来ることは何かを考えて、後
悔しないように邁進していきたいと思います。

今吉　眞由美
今を大切に生きる

（いまよし  まゆみ）

■中津市倫理法人会
■㈱朱夏

　再度モーニングセミナーマニアル
を徹底して、参加者が来て良かった、
運営委員が楽しいと思える会場づく
りを心掛け、各単会の参加者が20％
以上になり、県全体のグレードアップ
になるよう邁進してまいります。

大塚　孝司
参加したくなるモーニングセミナーを

（おおつか  こうじ）

■中津市倫理法人会
■㈱北オフィス

　前年度に引き続きモーニングセミ
ナー副委員長を拝命しました金田昌一
です。大分県全体にモーニングセミナー
を通じて各単会の更なる普及拡大に繋
がればと考えています！先ずは会員さん
は勿論、未会員さんが参加や入会をし
やすい楽しい空気感を作る様に頑張り
ます！一年間よろしくお願いいたします！

金田　昌一
楽しい仲間と愉快なモーニングセミナー

（かねだしょういち）

■別府市倫理法人会
■味の名門焼肉かねだ

　自社でも活力朝礼を取り入れ実践し
ています。活力朝礼は必ず社風を変え
ていくと実感しています。
　当社がそうであった様に、最初はな
かなか簡単にスタートができない会員
さんも多いのではないかと思います。
自社での経験も活かし、一人でも多く
の人のお役に立てればと思います。

松山　和也
朝礼委員長を受けて

（まつやま  かずや）

■日田市倫理法人会
■ホンダカーズ玖珠

幹事長

副幹事長 副幹事長 副幹事長

事務長 モーニングセミナー委員長 モーニングセミナー副委員長

研修委員長 研修副委員長 朝礼委員長
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　大分県倫理法人会に入会して約２
年と５ケ月、この度 広報委員長を拝
命いたしました。全く何もわかりま
せんが皆さんと一緒に大分県倫理法
人会を盛り上げたいと思います。諸
先輩方、ご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願い致します

竹尾　　敏
明るく、楽しく、愉快に、前向きに

（たけお  さとし）

■大分東倫理法人会
■㈲大分スタンプ

　この度大分地区長を拝命致しました山本健三
です。歴史ある倫理法人会の役を勤めさせて頂き
ます事は身が引き締まる思いです。皆様方が積み
上げてきた功績を引き継ぎ成長し共に歩んで行
きたいと思います。会長様他多くの役員様と心を
一つに合わせ「一人が皆の為、皆が一人の為」精
神のもと私なり一生懸命務めさせて頂きたく考え
ております。一年間どうぞよろしくお願い致します。

山本　健三
一人が皆の為、皆が一人の為

（やまもと  けんぞう）

■大分東倫理法人会
■㈲ケンズ

　今年度、別府地区長を拝命いたし
ました。多様性を認め合い、各単会
の強みを更に伸ばしていけるよう微
力ながら尽力する所存でございます。
１年間、どうぞよろしくお願いいた
します。

髙橋　秀臣
挑　戦

（たかはし  ひでおみ）

■別府市倫理法人会
■保険ファースト㈱

　別府地区副地区長を拝命致しまし
た工藤です。
　地区長を補佐し、３単会活性化の
ために全力で普及活動と人材育成に
取り組む所存です。皆様方のご支援、
ご協力をよろしくお願い申し上げま
す。

工藤　健次
決　意

（くどう  けんじ）

■速見倫理法人会
■工藤農園

　私達を取り巻く環境はめまぐるしく
変化しています。5年後、10年後に大分
で活躍する世代に倫理法人会を知っ
てもらい、倫理の学びが地方でも世界
を相手に活躍できる人を育てる「場」と
なることを期待します。
　次世代に倫理法人会を知ってもらえ
るよう尽力します。

木原　　寛
５年後、10年後の大分

（きはら  ひろし）

■大分東倫理法人会
■一般社団法人ベジフード協会

　昨年度開催した２回の行事・秋の
研修会と春の女性セミナーを通して、
改めて各女性委員・会員の皆さんの
連携・団結・協力の大切さを感じま
した。本年度も各地区の女性会員の
つながりを基本に、県全体の女性会
員同士の交流を深める一年にしたい
と思います。

梅野　雅子
会員間のつながりを大切に

（うめの  まさこ）

■別府市倫理法人会
■別府はとタクシー㈱

　青年委員の皆様の自己革新をはか
るべく、昨年からのコロナ渦のおか
げで急速に広まった zoom を活用し
て毎月勉強会を開催したいと思って
います。自己のスキルアップと、そ
れぞれの会社が発展するよう切磋琢
磨しながら、最終的には皆様の心が
一つになる事が目標です。

宇野　文章
青年委員同士の心の繋がり

（うの  ふみあき）

■杵築市倫理法人会
■㈱宇野モータース

　朝起きとトイレそうじに挑戦して
います。仕事も不思議と増え続け従
業員達とともに顧問先の支援を出来
ることに喜びを感じています。宇野
青年委員長にお声かけいただき感謝
しています。ご期待に添えるよう頑
張ります。ご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願いします。

福　　　剛
やるかやらないかの２択

（ふく  たけし）

■中津市倫理法人会
■ふく社会保険労務士事務所

　前期につづき文教委員長を拝命し
ました。あいさつ運動に都合がつか
ず参加できない場合でもあいさつは、
いつでもどこでも、誰に対してでも、
できます。まずは、あいさつの実践
をしましょう。都合がつけば、各単
会のあいさつ運勧への参加よろしく
お願いします。

夏山　海竜
あいさつはすぐできる実践

（なつやま  うみたつ）

■大分東倫理法人会
■㈲メイベル

　７つの基本動作（7Acts）でも一番初め
に示されている様に、グレートセオリー
「偉大なる常識」を文教委員が取り組むあ
いさつ運動を通して啓発し、お力添えの
働きを活動していきます。自らも、自分か
ら先に明るいハッキリした声と笑顔で行
う習慣をつけ、人を皆様を更に尊敬し愛
する真心の発動をし広げてゆきます。

福　　秀文
あいさつ運動の推進

（ふく  ひでふみ）

■大分東倫理法人会
■Lucy s̀

　今期で3年目の朝礼副委員長です。
コロナの影響で前期は思い通りの活
動が出来ませんでした。
　今期は松山委員長のもと会員企業
に役立つ企画、未会員さんにも朝礼
の大切さをアピールできる企画を考
えたいと思います。

都留　慎治
朝礼で元気な企業を

（つる  しんじ）

■別府市倫理法人会
■㈱都留紙器工業所

朝礼副委員長 広報委員長 広報副委員長

女性委員長 青年委員長 青年副委員長

文教委員長 文教副委員長

　従来のキャリア会が今年度委員会
として新設されました。メンバーは単
会や県で会長を経験された皆さんで
す。今年度はメンバーの交流親睦をは
かると共にバックシートプレーヤー
としてそれぞれの単会の発展に寄与
致します。また新たな会員の発掘や新
しい役員育成に努めてまいります。

後藤　哲也
バックシートプレーヤー

（ごとう  てつや）

■日田市倫理法人会
■日田市民生活協同組合

キャリア委員長

大分地区長 別府副地区長別府地区長
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令和４年度スタート

大分県倫理法人会
単会会長紹介
令和4年度大分県倫理法
人会単会会長の皆さん
から、新年度に向けての
抱負や決意について原
稿を頂きました。

　堅実な普及で確実な社数、明朗
闊達で各単会会長と心を合わせ普及活動を実践
する。そのため、役職者が率先して積極的に倫理指
導を受け、体験を得ると同時に、友人知人に伝え
純粋倫理を広める。モーニングセミナーの活性化、
自単会会員のモーニングセミナーへの参加促進、
未会員をモーニングセミナーにお誘いする。富士
高原研修所での経営者倫理セミナーへ積極的な
参加促進、単会役員の基礎講座の出席率を上げ
る。他倫理活動のお手伝いをさせていただきます。

宮瀬　知洋
純　情

（みやせ  ともひろ）
■中津市倫理法人会
■㈲サクセス・クリーンサービス

　昨年度は感染症対策に翻弄された
１年でした。同じコロナ禍にあって
も、倫理法人会活動の原点を再確認
し、地区長と共に県北３単会の会長、
専任幹事の活動を補佐して行きたい
と思っています。１年間よろしくお
願いします。

松下　喜子男
倫理法人会活動の原点を再確認

（まつした  きしお）

■豊後高田市準倫理法人会
■どんぐりJAYA

　私たちは未曾有の時代に今生きて
おります。苦しいのは皆同じ、その中
で、いかに人に与え、自分の心を明る
く穏やかに保てるか。
　倫理の学びと普及を通し、今年も豊
肥地区は実践してまいります。
　よろしくお願いします。

川野　晃裕
コロナ禍での単会運営

（かわの  あきひろ）

■豊後大野市準倫理法人会
■㈱大の葬祭

　昨年度より引き続き、豊肥地区副地
区長を拝命いたしました。
　地区長と共に、竹田市、豊後大野市
２単会の活動を補佐して、モーニング
セミナーの活性化と普及目標の達成
に向けて取り組んでまいります。
　どうぞ宜しくお願いいたします。

姫野　武俊
新年の抱負

（ひめの  たけとし）

■竹田市倫理法人会
■㈱姫野一郎商店

県北地区長 県北副地区長 豊肥地区長

豊肥副地区長 大分市倫理法人会

大分東倫理法人会 大分南倫理法人会 大分臨海倫理法人会

臼津倫理法人会 別府市倫理法人会 杵築市倫理法人会

　今期の臼津倫理法人会は、役員と
会員一丸となって「仲間づくり」に
力を入れ会員数が増えるように臼津
を盛り上げて行きます。
　モーニングセミナーの参加人数を
増やす為に会員さんの声掛を役員と
共に協力し力を合わせて頑張ります。

藤澤　俊成
新年度に向けての抱負や決意

（ふじさわ  としなり）

■㈲藤澤自動車

　６代目の会長として、会員の皆さ
んから認められ、そして、今期も大
分臨海が仲良く・楽しく幸福になる
会に、役員一同心を一つにしていき
ます‼
　よろしくお願いいたします。

小松　義和
仲良く、楽しく幸福になる会に

（こまつ  よしかず）
■㈱楓工業

　会長３年目は今まで通りゆる～く
明るく楽しく元気に、会員さん達と倫
理活動を楽しみたいと思います。特に
今年度は来たくなるモーニングセミ
ナー にしたいと思います。そして会
長を受けた時からの目標であった安
定の120社の仲間をみんなで増やし
て今年度も金メダルを取ります♡

野仲　亮一
楽しく前進

（のなか  りょういち）
■和蔵㈱

　令和４年度大分市倫理法人会は「正
しさより明るさ～役員全員普及で
100社復帰」をスローガンに、明るく
楽しく行きたいモーニングセミナー
会場にし、自単会の出席率向上に努め
ます。そして100社達成することで安
定した単会運営の取り組みも行って
まいります。

三笠　雅子
令和４年度は100社復帰！

（みかさ  まさこ）
■㈱ミカサ

　最終３年目の会長職を拝命しまし
た。目標は、モーニングセミナーを
活性化し普及目標１００社です。
　『目標は高い方が良い。富士山に登
る時と裏山に登る時は準備も違うし
取組み方も変わる』大島修治法人レ
クチャラーの言葉です。高い目標を
掲げてやり抜きます！

汐月　泰夫
最終年度３年目の決意

（しおつき  やすお）
■㈱ジェイピー・ネット大分

　当たり前の事が激しく変化し続け
ている毎日。「倫理（みち）」を正しく学
び、世の中に役に立つ事業をしていか
なければいけない。貴重なMSの時間
を活用した会員の学びだけでなく、新
しい仲間作りを通して、感動と新たな
学びを楽しく作っていきたいです。

中野　晃一
激変の世の中を楽しく生きる

（なかの  こういち）
■㈱絆屋

　大分県一の別府市単会が、昨年か
らコロナ禍とはいえ、色々な行事へ
の参加者が減少しています。今年度
は若年の育成に力を入れ、各種イベ
ント開催、くまなく声かけ等を役員
皆で力を合わせて、多くの会員が喜
んで参加する単会作りを目指します。

国本　利江
伝統の別府市  さらなる新へ

（くにもと  としえ）
■生活支援事業所お多福べっぷ
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録音風物誌倫理研究所提供
ラジオ番組

この度、竹田市倫理法人
会6代目会長を拝命しました志賀和
美と申します。言われたことを、喜ん
でうけること、そして実践をするこ
と、自らが笑顔の発信源となり実践し
ていきたいと思います。「みんなで実
践！学ぼう倫理！ふんわりとやわら
かで、何のこだわりも不足もなく、澄
み切った張り切った心で生きよう」

志賀　和美
みんなで一緒に実践！学ぼう倫理！

（しが  かずみ）
■㈱堀木材

速見倫理法人会 中津市倫理法人会 日田市倫理法人会

宇佐市倫理法人会 豊後高田市準倫理法人会 竹田市倫理法人会

豊後大野市準倫理法人会

「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

倫理運動の創始者 その生涯と業績

小さな苦難を大きな幸福に変える
法則がここにある――。

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（まるやま・としお）。
本ウェブサイトでは、教育者であり研究者、書家、歌
人、思想家でもあった丸山敏雄の生涯と業績を多角
的に紹介します。

　予想もつかないパンデミックの中
で、決して諦めず、歩みを止めず、「拡
げよう！明るく楽しく倫理の輪」をス
ローガンにこつこつと実践していく
こと、それが「倫理と出会ってよかっ
た」と笑顔で言っていただける仲間づ
くりの醍醐味。
　今期も仲間と走り続けます。

木本　順子
拡げよう！明るく楽しく倫理の輪

（きもと  じゅんこ）
■㈲かもん

　倫理の事を何も学んでいないのに
「困ってそうだったから」と引き受け
た会長職。引き受けたからには「わ
からない」なんて言えません。先輩
の背中を見て学ぶ。そんな時間があ
るならすぐに訊く。そして皆の為、
自分の為に行動します。よろしくお
願いします。

梶原　寿一
まず学ぶ！！

（かじわら  としかず）
■㈲アエル流し台製作所

　自分の中に多くの課題を見い出し
ました。しかしながら、改めて倫理法
人会の素晴らしさを感じる一年でも
ありました。
　今後は、単会会員との会話を深め、
楽しい会場作りと、笑いのある仲間と
なるべく「明朗・愛和・喜働」に乗っ取
り、取り組んでみたいと思います。

尾方　厚子
一年間を経過して

（おがた  あつこ）
■㈲オガタ

　倫理法人会に入会して 10 年目の
未熟者ですが、倫理を学び考え方を
変えて行動すると、直ちに状況が好
転する体験を得て、倫理の良さを実
感しています。今後も倫友たちと人
と人、人と物の正しい道すじを学び、
幸福に慣れる事を証明して新しい仲
間を増やして行きます。

岸本　国弘
倫理実践で正しさを証明

（きしもと  くにひろ）
■マニュライフ生命保険㈱

　みなさんお待たせしました。いや
待たせすぎたのかもしれません。豊
後大野市会長、シロメガネ諏訪貴政
帰って参りました。
　経営者の皆様におかれましては、
常に会社を良くしたい・社員を幸せ
にしたいと願い、努力し続けている
ことであると思います。

諏訪　貴政

倫理のお陰で、社員と家族に救われ社会復帰

（すわ  たかまさ）
■ワークプリント

　令和４年度は豊後高田市の正倫理
法人会復帰目標を掲げて３年目です。
コロナ発生でオリンピック延期と大
変な年に会長をさせて頂きました。
モーニングセミナー 、普及と役員一
同で明るく楽しく活動を行い、良い記
憶になる様に３年目を頑張ります。

切封　幸信
記憶に残る３年目になるように

（きりふ  ゆきのぶ）
■オートサービス・K

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。

　倫理との出会いは13年目となりま
す。この間、幾多の苦難に出逢いま
した。昨年10月には私、脳内出血を
45歳の若さで起こし左半身麻痺とな
りました、病気を起こした直後は個
人事業であることもあり、「倒産」の
二文字がちらつきました。個人の会
社の代表さんは皆同じ気持ちだと思
いますが・・・。
　スタッフさんと家族の奮闘のお陰
と倫理の学びと仲間に救われ今日に
至っております。

　倫理のシンボルともいえる「明朗」
「愛和」「喜働」を目指して、会社経
営を現在も継続しております。
　倫理のお陰で、こんな頼りない社
長を社員の皆さんが支えてくれ、家
族が支えてくれたお蔭で、退院後も
会社復帰できました。
　倫理法人会もこんな体ですが、皆
様が必要としてくれるので会長職苦
難福門で頑張りたいと思います。応
援よろしくお願いいたします。

OBSラジオ毎週土曜日18時より放送中!!

5RINRI OITA 2021.9月号



　令和３年６月２６日（土）１５時３０分より、トキハ会館
において、令和３年度女性セミナーを開催。
　第１部は、大分市倫理法人会の会員でもある、株式会
社ジョイフル 代表取締役 穴見くるみ社長が、『幸せのつ
くり方 ～ポジティブマインドですべてを味方につける～』と
題して講話をされました。
　経営者であり、代議士の妻であり、3人の子の母であり、
またスープの冷めない所に住む義父母の嫁であるという多
忙な日 を々送る穴見社長。いつも笑顔を絶やさないその
裏側には、大変な苦労や悩みがありながらも、周りの人
たちに対する感謝の気持ちをいつも忘れないという姿勢、
コロナ禍の中、会社と社員を守るために頑張ってらっしゃ
る姿が印象的でした。そして、そんな中にも、女性らしさ
や女性目線を大切にしている所が、素晴らしいと感じまし
た。

　第２部は、本村女性副委員長がコーディネーターをつと
め、穴見社長と大分県倫理法人会の女性会長３名、三
笠会長、木本会長、尾方会長によるパネルディスカッショ
ンでした。それぞれの会長らしさがみられ、穴見社長の人
柄が垣間見える会でした。
　第３部は、飯田県会長の挨拶、今吉県事務長の乾杯
で始まった交流会、久 の々対面式の食事会でした。感染
症対策も万全にして行われ、楽しい時間を過ごしました。
　今回のセミナーは、コロナ禍のため、ZOOMとの併用
という新しい試みで開催しました。機器の設営・操作は、
大分臨海の松本会員の協力によりスムーズにでき、会場
に来れない方とも、同じ空間を共有できたと思います。
　参加者は、当日来場者３８名（講師含む）、ZOOM
参加者、２１名の計５９名でした。
　　　　　　　　　　　（女性委員長　梅野　雅子）

第3部交流会・会長挨拶 第3部交流会・乾杯 受　付 参加者集合写真

第2部パネルディスカッション

第1部講話

●お問い合わせ　大分県倫理法人会　TEL097‐532‐1890

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

令和3年度女性セミナー開催令和3年度女性セミナー開催
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　令和３年８月５日（木）14 時３０分より、ホテル日航
大分オアシスタワーおいて、令和４年度役職者基礎研修
が行われました。
　令和４年度の役員が集まる中、飯田宜章会長のあい
さつで始まり、津隈亮二九州沖縄方面長による法人局令
和４年度活動方針の説明、飯田会長による大分県令和

４年度活動方針の説明、大杉天伸幹事長による大分県
令和 4年度活動方針重点項目の説明がありました。
　そして、会長会、専任幹事会、8 委員会の計 10 の
分科会の会場に移動し、分科会別の活動方針について
の話し合いが行われました。約３時間にわたる有意義な
研修が終了しました。

令和４年度役職者基礎研修開催

　令和３年８月５日（木）18時より、ホテル日航大分オアシ
スタワーおいて、令和３年度決誓大会及び懇親会が行わ
れました。決誓大会では、大杉幹事長と宮瀬知洋普及拡
大副委員長による大分県倫理法人会の活動報告、大分
臨海倫理法人会の小松義和会長からは自単会の活動報
告がありました。そして、飯田会長によるあいさつの後、衛
藤晟一参議院議員のあいさつ、最後に法人局から藤麻
一三監事のあいさつがありました。
　その後会場を移し、津隈方面長のあいさつに続き、岩屋

毅衆議院議員のあいさつ、東納英一法人局顧問の乾杯
で懇親会がスタートしました。
大分県住みます芸人の野良レンジャーとシンガーソングラ
イターの中島晴香さんの出演で盛り上がりました。令和3
年度の普及目標を達成した、大分東、大分臨海、竹田市
の各会長に表彰状が授与され、会長を退任された宇野文
章さんと大塚孝司さん、井英昭さんに感謝状が贈られまし
た。　最後に加藤公利法人アドバイザーの締めと大分県
倫理法人会スローガンの唱和で閉会しました。

令和３年度決誓大会開催

津隈亮二九州沖縄方面長

大杉幹事長

大分東・大分臨海・竹田市普及目標達成 !! 会長を退任した３名に感謝状 小松大分臨海会長の活動報告

衛藤晟一参議院議員 岩屋毅衆議院議員 東納法人局顧問 加藤法人アドバイザー

藤麻一三法人局監事

宮瀬普及拡大副委員長
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中野　晃一　中津市倫理法人会は中津商工会議所（中津市中殿
13831-1）の２階に事務局を設けて、３階大会議室にて毎
週水曜日、午前６時よりモーニングセミナーを行っており
ます。
　中津は一万円札でご存じの福沢諭吉、モラロジーの創始
者広池千九朗先生の生誕地であり、となりの豊前市には丸
山敏雄創始者の天和会館があり、他県より来られた講師の
皆さんをを必ず案内して、楽しんで帰って貰ってます。
　当会は若手経営者、女性経営者への普及拡大が課題です。
単会幹事が皆仲良く活動しております。

　どん底の苦しい時も
楽しい時もいつも支え
てくれたのが「倫理」でした。人との絆を大
切にしたい、生産者とお客さまとの絆となり
たい、そんな思いでできたのが「㈱絆屋」です。
B 級グルメの大分のりゅうきゅうを全国ブラ
ンドにしたい！想いの強さが現実となりＪＡ
Ｌ国際線機内食ファーストクラス・ビジネス
クラスに採用もされ２０２１年に日本ギフト
大賞（大分賞）も受賞しました。従業員のほ
とんどが女性の職場なので、とにかく明るい
職場環境。毎日の朝礼でも元気いっぱいの素
敵な笑顔と挨拶が満ちています。コロナなん

かに負けません！！
　明朗愛和の「楽し
く」が基本。これか
らも楽しく倫理を勉
強していきます。

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／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
豊後大野市準倫理法人会
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

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

土
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

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

発行：（一社）倫理研究所  大分県倫理法人会
　　　〒870-0023 大分市長浜町3丁目15番19号 大分商工会議所ビル3階4号  TEL097‐532‐1890  FAX097‐534‐6785
発行：（一社）倫理研究所  大分県倫理法人会
　　　〒870-0023 大分市長浜町3丁目15番19号 大分商工会議所ビル3階4号  TEL097‐532‐1890  FAX097‐534‐6785

（なかの  こういち）

杵築市倫理法人会会長

■株式会社絆屋　代表取締役

中津市倫理法人会 会員紹介 杵築市倫理法人会単会ピックアップ

幹事が皆仲良く活動中 !!
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