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倫理おおいた
令和４年度 大分県倫理法人会倫理経営講演会開催中!!
経営力を磨く ‐求められる経営者の資質‐

大分県内トップを切って開催
豊後高田市準倫理法人会  会長　切封　幸信

（オートサービス・Ｋ／代表）

　去る１月17日（月）豊後高田市のホ
テル清照において、大分県内トップを
切って倫理経営講演会を開催をしまし

た。コロナ禍の中の開催でしたが、未会員の方を含め
多くの方にご来場をいただき、無事に開催をすること
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、静岡県三島市よりお越しの八木和男法人
レクチャラーに「社長である前にひとりの人間」と題
して事業体験報告を行っていただきました。
　第２部は倫理研究所法人局より松枝秀雄研究員に
「経営力を磨くー求められる経営者の資質ー」をテー
マに講演をいただきました。
　凛とした会場の空気の中、参加者の皆さんの講演者
に対する真剣な眼差しが心象的でした。
　この倫理経営講演会を機に、正倫理法人会の設立を
念頭に倫理のさらなる普及につなげていき、豊後高田
市準倫理法人会をさらに活性化していく覚悟です。
　今後ともよろしくお願い申し上げます。　　

一体感と感動を分かち合った倫経
竹田市倫理法人会  会長　志賀　和美

（㈱堀木材／専務取締役）

　2月18日(金)に令和4年度竹田市倫理経
営講演会を無事開催することができまし
た。講演会の直前に大分県でもまん延防

止等重点措置が取られ、感染者も今までになく増加す
る中、コロナ禍だからこそやれた!こんな時だからこ
そ、コロナ禍で悩まれている方、軒並みイベントも中
止にせざるを得ない中、地域の皆さんに元気を取り戻
してもらえる機会になると思い、急遽会場を変更し、
収容人数700名の竹田が誇る施設、グランツ竹田の廉
太郎ホールにて行いました。事業体験を佐賀県倫理法
人会県会長の大石秀一法人レクチャラー、川又久万名
誉専任研究員に経営力を磨く、求められる経営者の資
質をテーマに講演していただきました。
　来てくださった方にもたくさんの気づきがあったと
感想を頂きました。そして、役員の皆さんがチーム一
丸となってコロナ禍でチャレンジでき、一体感を味わ
い感動を分かち合いました。
　皆様方の応援を頂きながら開催出来たこと感謝いた
します。今後ともよろしくお願いします。
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道具や自然への感謝を実感
大分東倫理法人会　幹事　竹尾　重臣

（㈲キューサーブ／専務取締役）

　今回、初の富士研修に参加をさせて頂
きました。
　以前より諸先輩方から勧められていま

したが、私の参加意思は乏しく、年度末の繁忙期に３日
間も会社を不在にできないと考えていました。
　しかし、実際に参加してその気持ちは 180 度変わりま
した。
　普段は接点の無かった同県内の会員と交流や、研修中
に同じ班で行動を共にした他県の会員とのチームワーク
等、富士研修でしか経験出来ない事が多々ありました。
　研修の中で一番印象に残っているのは、夜の森の中を
素足で歩くというものでした。普段、当たり前に身近に
ある靴や電灯もなく暗闇の中を歩くのは大変辛かったで
す。しかし、そのおかげで、足の痛みや辺りの暗さから
道具の有難さを実感し、空気や地面の冷たさから自然へ
の感謝を思い出すことが出来ました。
 　最後に、この三日間で共に行動をした仲間達や講師の
方々、その他参加に協力して下さった皆様に感謝の気持
ちをお伝えしたいです。本当に有難う御座いました。

リーダーの役割とは？
大分南倫理法人会　会長　汐月　泰夫
（㈱ジェイピー・ネット大分／代表取締役）

　富士研修でリーダーの役割を学びま
した。研修中は７名程の班に分けられ
ます。各班にはリーダーの役割の方が

います。チームワークテストという研修がありました。
これは班のメンバーで一列に並び挨拶をして合格・不
合格を指導員の先生が判定するという研修です。合格
の基準は、礼のタイミング動作が揃うこと、そして一
体感を感じることが出来たことです。私達の班はなか
なか合格できませんでした。指導員から「リーダーが
横の人を気にしすぎてバラバラになっている。リー
ダーは前を向いて下さい。他の人はリーダーに合わせ
て下さい」そのアドバイスから劇的に揃うようになり
合格することが出来ました。リーダーは前を向いて
引っ張っていく。そうするとまわりも合わせやすくな
り一体感が生まれてくる。リーダーは目指す方向性・
ビジョンを示し自らが先頭に立ち行動する。その大切
さを学びました。
　この富士研で体感した一体感を会社や単会でも味わ
えるように実践致します。

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

「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
2022.3.4～6  富士高原研修所

●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

2 RINRI OITA 2022.5月号



川野  晃裕

　大分市倫理法人会は毎週水曜日の朝６時からアートホテ
ル大分にて経営者モーニングセミナーを開催しております。
　大分県 第１号単会の大分市は「金のベル」の名に恥じ
ないよう、令和４年度は役員一同 100 社復帰に向け楽しく
仲間作りをしています。
　なんと！モーニングセミナーに参加された未会員さんは
100% 入会してくれるほど大分市は明るく楽しく学べる会場
作りを心掛けて活動しています。ベテランの相談役と入会３
年未満のフレッシュな若手メンバーのバランスが良く、女性
会員も増え、おもてなしもバッチリです（笑）
　新たな仲間作りの目的を兼ねて、夜の異業種交流会と言
う名の飲み会も毎月開催しております！
　これからも会長をはじめ、役員を中心に明るく楽しく凛とし
た活動をして参ります。ぜひ大分市倫理法人会へ一度お越
しください。役員一同お待ちしております。

　令和 4 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 117 人の出席で開催さ
れました。髙橋秀臣　別府地区長の開式の言葉、飯田宜章　県会長の挨拶、和田毅　法人局局長の挨拶、「日
本創生の詩斉唱」後、山本健三　大分地区長の閉式の言葉で締められました。
　その後、懇親会では、大分県知事　広瀬勝貞様、大分県商工会連合会会長　利光直人様の来賓挨拶後、後
藤哲也　キャリア委員長の乾杯で始まり平野英壽　県相談役より激励の言葉を頂き、飯田宜章　県会長の発
声で大分県スローガン唱和にて閉会致しました。　　　　　　　　　　　　　　　（広報委員長　竹尾　敏）

　私が倫理法人会に入会し
て 13年が経ちました。
　入会当時では想像すら出
来ないほどに会社が成長し、

何より私自身が成長させていただきました。
　倫理の学びを通して、多くの良き仲間と出逢い、
会社が良くなり、家庭が円満になったと自信を
持って言えます。
　家族や社員との間でトラブルが起きた時、その
解決の糸口はことごとく、万人幸福の栞に記され
ておりました。
　落ち込んだ時にほど、モーニングセミナーに参
加し、まるで音楽を聞くように、空を眺め心を落
ち着かせるように、十七ヶ条を素直に味わい実践
できました。
　逆に特にトラブルが無い時でも栞を読んで、自
分は今トラブルが無いことに幸せを感じてまいり
ました。
　味わい方は様々ですが、私がそうであったよう
に、より多くの方々がこの純粋倫理の学びを通し
て、人を愛し、争わず、みんなで繁栄していける
道を見つけ、幸せになっていただければと思いま
す。

（かわの  あきひろ）

豊肥地区長

大の葬祭グループ／代表

大分市倫理法人会 会員紹介単会ピックアップ

1/

13 木 令和４年新年式開催 !!令和４年新年式開催 !!

豊後大野市準倫理法人会
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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／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/豊後大野市商工会 本所
豊後大野市三重町市場539  TEL:0974-22-1193

火 大分市倫理法人会
会場/アートホテル大分
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

録音風物誌倫理研究所提供
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

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。

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。

OBSラジオ毎週土曜日18時より放送中!!

　2021年12月7日、ホテル日航大分オアシスタワーにて倫理運動の創始者、丸山敏雄先生の没後70年を期して大分県倫
理法人会会員から選ばれた4名が純粋倫理実践の体験を報告。コロナ禍の中、県内から70名の聴衆が詰めかけました。
　会は丸山創始者、そして多くの先輩会員の方 に々対する感謝の黙祷から始まり、志賀和美竹田市会長（(株)堀木材専務
取締役）、諏訪貴政豊後大野市会長（ワークプリント(同)代表社員）、宗勝文法人レクチャラー（(有)宗印刷所代表取締
役、豊後高田市所属）、東納英一顧問（(株)東納本店代表取締役、中津市所属）が登壇。それぞれの報告者が健康、家庭、
事業と様 な々苦難を抱えながら純粋倫理の実践によって現状を打ち拓いた体験を発表していただきました。
　結びは加藤公利法人アドバイザー（（税）プロスパー代表、別府市所属）による総評で締め括られ、参加した会員はあら
ためて純粋倫理の素晴らしさを実感し、明日からの実践への大きな力を得ていました。　　　（副幹事長　瀬口詠一郎）

感謝報告の会開催 !!感謝報告の会開催 !!
12/

７ 火
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