
大分県倫理法人会  会長
（㈱ＦＰサポート　代表取締役）

はんだ のりあき

飯 田　宜 章

大分県倫理法人会設立40周年を迎える年度にあたり

令和５年度スタート!!令和５年度スタート!!
県役員・単会会長が抱負を語る。県役員・単会会長が抱負を語る。

表紙写真:大分市から昇る朝日

　大分県倫理法人会は令和５年５月21日全国で12番目
の創立から、今年度40周年の節目を迎えます。これは
偏に歴代会長をはじめ全役職者、会員の皆様のご理解と
ご協力の賜物であり改めて感謝の念と敬意を表します
　さて 、倫理研究所事業方針では「想定外のパンデミッ
クを経て、世界ではさらなる対立・分裂・分断が深まり
広がっている。とりわけグローバリゼーションとナショ
ナリズムの対立は根深く、健全な人類文明の発展を阻ん
でいる。その中で日本は、累積している数々の難題を克
服しつつ、国民それぞれが自助自立の精神と矜持を高め、
英知と努力を集結して前進しなければならない。
　そのためにも倫理運動は引きつづき「日本創生」と「地
球倫理の推進」をスローガンに掲げ、誇りある日本文化
の本質を学ぶと共に「共存共生」の理念の実現を目指す。
とりわけ大転換の時代に呼応して、純粋倫理をよりどこ
ろとした自己革新を志す挑戦者を増やし、「倫理共同体」

をゆるぎないものにしつつ、地域および日本の活力向上
に資する諸事業を積極的に展開する」とあります。
　また、倫理法人会活動方針に則り、純粋倫理を正しく
学んで実践に励み、家庭や職場・地域社会における連帯
の絆を強化して「心の経営」を目指す同士の輪を拡げま
す。
　「明朗　愛和　喜働」をスローガンとして会員皆様の
幸せの為に、また40周年を迎えるにふさわしい大分県
倫理法人会を目指して参ります。
　最後になりましたが全会員の皆様においては県内14
カ所にて早朝６時より毎週開催されるモーニングセミ
ナーは倫理法人会の基盤ですので是非ともご参加をいた
だき活力ある一日の始まりを体感し素晴らしい一日、一
週間、一ヶ月、一年をお過ごしいただきますよう切にお
願いをいたします。
　本年度もどうぞ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５年度スタート

大分県倫理法人会
役 員 紹 介

令和５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。

一　丸　敏　雄
新年度に向けての抱負

（いちまる　としお）
事業所╱㈱サークル・ワン　役職╱代表取締役

副会長 所属／杵築市倫理法人会

　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。
　今期は、大分県倫理法人会創立４０周年の行事を控え、
各単会が設定した会員数達成を確実に実行できるよう、
一致団結して計画的な仲間づくりを実践して行きたいと
考えています。

大　杉　天　伸
『更なる拡充を推進』

（おおすぎ　ひろのぶ）
事業所╱㈱協栄商会　役職╱代表取締役

幹事長 所属／大分南倫理法人会

　幹事長のお役を頂き、３年目になります。これまでの
２年間は、コロナ禍において、いろいろな倫理活動の中
止や変更等で判断に戸惑いながらも、単会の会長をはじ
め役員の皆様、そして多くの会員の皆様のお陰で、
１０００社を割ることなく活動を推進することができま
した。改めて感謝申し上げます。設立４０周年を迎える
今年度は、大分県倫理法人会のさらなる飛躍の１年とし
ていきます。

黒　谷　尚　輝
新年度に向けての抱負

（くろたに　よしてる）
事業所╱大進建設㈲　役職╱代表取締役

副幹事長 所属／速見倫理法人会

　令和４年度は、執行部の一員として大分県倫理法人会
の改革に携わってきました。やっとやるべきことが見え
たような気がします。
　今期は 40 周年という節目にあたります。今まで出来
なかった達成を必ず実現し。全員で喜びを分かち合いま
しょう。

渡　邊　紀　弘
40周年行事にご協力お願いします

（わたなべ　のりひろ）
事業所╱㈲ブレインウッドコーポレーション　役職╱代表取締役

副幹事長 所属／別府市倫理法人会

　令和5年度より副幹事長に就任いたしました渡邊紀弘と申
します。平素は会友の皆様をはじめ、会員外からも多くの皆様
が倫理法人会の活動にご理解いただき、心より厚く感謝とお
礼を申し上げます。 
　大分県倫理法人会は今期40周年を迎えます。40周年副実
行委員長として都留実行委員長を支えて行きたいと思ってお
ります。また、役職を通してこそ得られる倫理運動の醍醐味を体
感しながら、会長、幹事長につながり、誇りと自信をもって活動
をして参ります。

甲　斐　昇一郎
「次代への拡充を目指して」

（かい　しょういちろう）
事業所╱㈱藤野屋　役職╱代表取締役

副幹事長 所属／竹田市倫理法人会

　昨期に続き、副幹事長を務めさせて頂きます、どうぞよろしく
お願いいたします。
　15年前、大分県倫理法人会は1500社超の会員様を誇っ
ていましたが、いまではかろうじて1,000社を超える会となって
しまいました。生成発展の原理をどこで外し、不自然さがどこに
あるのか。易不易の原理に則り、力強い倫理法人会を取り戻
すため全力を尽くす所存です。今期は40周年という節目の
年、どうか1年間お力添えの程よろしくお願い申し上げます。

瀬　口　詠一郎
事務長を拝命にあたって

（せぐち　えいいちろう）
事業所╱中信不動産㈲　役職╱代表取締役

事務長 所属／中津市倫理法人会

　令和５年度の大分県倫理法人会の事務責任者を拝命しま
した。倫理法人会活動の基盤となる事務作業、そして日 の々運
営を支える県事務局と単会事務局の仕事を円滑に進めるべ
く事務作業や会計作業等の推進整備、事務局員の皆さんの
サポートに邁進いたします。
　また、令和５年度には大分県倫理法人会４０周年という節
目の年。飯田会長を筆頭に県役員、単会役員が一丸となり喜
びの１年となるよう頑張りますのでよろしくお願いいたします！

大　島　　　隆
役を拝命して

（おおしま　たかし）
事業所╱㈱システムコンサルタント　役職╱代表取締役

副事務長 所属／大分市倫理法人会

　令和４年度に引き続き副事務長を拝命致しました大分
市倫理法人会所属の大島隆と申します。人生には色々な
役が存在します。役を受けるにあたっては、役から学び
これからの人生において活かしなさいという意味がある
と思います。役に徹し、役を超えず、基本に忠実に県事
務長と県事務局並びに単会事務長・事務局の方々と共に
大分県倫理法人会を適正な事務処理執行を通して盛り上
げてまいりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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汐　月　泰　夫
MS委員長を拝命しての決意

（しおつき　やすお）
事業所╱㈱ジェイピー・ネット大分　役職╱代表取締役

モーニングセミナー委員長 所属／大分南倫理法人会

　モーニングセミナー委員長を拝命致しました汐月泰夫と申
します。今年度は、【モーニングセミナー活性化の推進を図り、
『経営者モーニングセミナーマニュアル』に則った開催を指導
する】この役割に徹します。
　各単会の現状をお聞きしながら、倫理法人会の活動の柱
であるモーニングセミナーを盛り上げていけるよう、モーニン
グセミナー研修等、金田副委員長と共に施策を練り実行して
まいります。一年間、どうぞ宜しくお願い致します。

金　田　昌　一
MS副委員長を拝命しての3年目の決意

（かねだ　しょういち）
事業所╱味の名門  焼肉かねだ　役職╱代表

モーニングセミナー副委員長 所属／別府市倫理法人会

　今年もモーニングセミナー 副委員長を拝命させても
らいました金田昌一と申します。
　今年度は汐月泰夫モーニングセミナー委員長と共に
「ふんほりと澄みきった愛と勇気の倫理運動」を目標に
汐月泰夫モーニングセミナー委員長と共に全国 25 位以
内を目指して取り組みます。

河　村　貴　雄
金銭の倫理

（かわむら　たかお）
事業所╱税理士法人河村会計　役職╱会長

監査 所属／別府市倫理法人会

　若い時、倫理の研修で「金銭の倫理」を教えて頂きま
した。
　金銭は生きている。金銭はしっかりと使う人の心を反
映するという内容でした。
　それをふまえて、監査という役職を通し、会の財政状
態が常に健全に保たれているかに心を配り、１年間努め
させて頂きます。

藤　野　　　正
新年度の抱負

（ふじの　ただし）
事業所╱バンビーナーサリー　役職╱事務長

研修委員長 所属／日田市倫理法人会

　前年度に引き続き研修委員長を拝命致しました。
　集合型の集会が基本とされる研修会が、ことごとく中
止となっていましたが、少しづつ緩和されようとしてい
ます。
　倫友の方々の研修会を計画してレベルアップを図りま
す。その一つが富士高原研修所での経営者企業セミナー
です。
　本年度も多数の参加をお願い致します。

廣　瀬　和　也
水至れば渠成る

（ひろせ　かずや）
事業所╱麒麟書房　役職╱代表

研修副委員長 所属／大分南倫理法人会

　本年度研修副委員長を拝命いたしました。
　学びを実践していくことで己の心身を高め、周りの人た
ちに少しでも良い影響を与えられるように、取り組んでい
きたいと思います。
　水が流れればそこに自然に道ができるように、粛々と実
践し続けることを皆さんと共有できればと考えておりま
す。
　なにとぞ皆様のご協力を賜りたく、お願い申し上げます。

松　山　和　也
活力朝礼で企業を元気に！

（まつやま　かずや）
事業所╱ホンダカーズ玖珠　役職╱代表取締役社長

朝礼委員長 所属／日田市倫理法人会

　昨年度より朝礼委員長を務めさせて頂きます松山で
す。コロナ禍で世の中に、そして企業に元気がなくなっ
ている気がします。倫理法人会の最大のメリットの一つ
が活力朝礼にあります。活力ある朝礼で元気を取り戻し
ましょう！ “朝礼が変われば会社が変わる” 多くの企業
が活力朝礼の導入で発展へと繋がっています。
　活力朝礼の普及で会員企業各社の発展に貢献していき
たいと思います。

都　留　愼　治
朝礼で会社は変わる

（つる　しんじ）
事業所╱㈱都留紙器工業所　役職╱代表取締役

朝礼副委員長 所属／別府市倫理法人会

　今期で 4年目の朝礼副委員長を拝命しました。
　まだまだコロナの影響で思うような委員会活動が出来
ませんが、地道に朝礼マスター研修や朝礼研修で「職場
の教養」を使った活力朝礼の普及を邁進します。

木　原　　　寛
10年後の大分へバトンを繋ぐ

（きはら　ひろし）
事業所╱（一社）まるっと終活大分支援協会　役職╱代表理事

広報委員長 所属／大分東倫理法人会

　私達を取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。
10年後に大分で活躍する世代へ倫理法人会を知っても
らい、先人たちから受け継いだバトンを渡す役割を私た
ちは担っています。
　倫理法人会での学びが、世界を相手に活躍する人材に
なることを期待して、次世代に倫理法人会の存在を知っ
てもらえるよう尽力します。
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今　吉　眞由美
楽しく学び倫友の輪を拡げる

（いまよし　まゆみ）
事業所╱㈱朱夏　役職╱代表取締役

女性委員長 所属／中津市倫理法人会

　女性委員会は、共に楽しく学び女性経営者並びに経営
者夫人の絆を深めたいと思います。
　女性セミナーは講演会やワークショップを実施し、親
睦の輪を拡げ倫理法人会の活動を多くの女性に周知して
もらえるように努力します。
　一年間、明るく元気に勤めていきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いします。

野　間　真由美
新年度の抱負

（のま　まゆみ）
事業所╱第一生命保険株式会社

女性副委員長 所属／杵築市倫理法人会

　前年度に引き続き、女性副委員長を拝命致しました。
　今吉女性委員長を補佐し、女性セミナー等の活動を通
して倫友の絆を深めて頂けるよう尽力してまいります。
　私自身も、沢山の学びと出会いを大切にしながら、楽
しみながら活動していきたいと思います。
今年度も宜しくお願い致します。

竹　尾　　　敏
大分県倫理法人会をもっと盛り上げる

（たけお　さとし）
事業所╱㈲大分スタンプ　役職╱代表取締役

広報副委員長 所属／大分東倫理法人会

　前年度、広報委員長を 1 年させて頂きましたが何も
分からないまま 1 年過ぎてしまいました。
　今年度は広報副委員長を拝命しました。
　広報委員長の体験を今年度に生かせればと思います。
今年度は大分県倫理法人会創立 40 周年の行事があり、
木原広報委員長と力を合わせてさらなる努力をしてまい
ります。

平　野　英　壽
「今期も笑顔で仲間づくり」

（ひらの　えいじ）
事業所╱㈱平野工務店　役職╱代表取締役

キャリア委員長 所属／別府市倫理法人会

　キャリア委員会ではキャリア会メンバーである単会会
長、県会長経験者の皆さまと交流、親睦を図り各々自単
会への後方支援に徹し、今期 40 周年記念式典を皆さま
方と共に喜びの中心からお祝いが出来るよう大分県の今
後ますますの発展に微力ながら貢献できればと存じま
す。皆さまどうぞご協力の程よろしくお願い申し上げま
す。

宇　野　文　章
令和5年度をみんなの力で最高の年にしたい

（うの　ふみあき）
事業所╱㈱宇野モータース　役職╱代表取締役

青年委員長 所属／杵築市倫理法人会

　昨年はコロナ渦ということもあり zoom にて毎月会議を開
催し、時には講師を招き勉強会も行いました。目的は青年
委員同士がお互いの事を知り、そして自分自身を高めあう事
でした。令和５年度は対面する機会を増やし、年間スケジュー
ルを作成して計画に沿った活動を目指します。そして将来の
大分県倫理法人会を背負って立つ人材を一人でも多く輩出
すべく、これまでの形にとらわれずに新しい事業にもチャレン
ジして行きたいと思っています。

福　　　　　剛
青年副委員長の役目引き受けました

（ふく　たけし）
事業所╱ふく社会保険労務士事務所　役職╱代表社労士

青年副委員長 所属／中津市倫理法人会

　青年副委員長の大任を引き受けました。昨年度はコロ
ナ禍ということもあり、zoomを活用した委員会運営、研
修、青年弁論大会に取り組んでまいりました。自身は朝起
き、トイレ掃除、ごみ拾い、富士研参加、富士山登山等に挑
戦しました。メンバーの中に今年度、単会の中心人物とし
て活躍するメンバーも多くおり、ともに学び、ともに経験
した思い出が財産となっています。引き続き宇野委員長
を筆頭に青年委員会を盛り上げていく所存です。

夏　山　海　竜
あいさつ運動はすぐできる実践

（なつやま　うみたつ）
事業所╱㈲メイベル

文教委員長 所属／大分東倫理法人会

　引き続き文教委員長を仰せつかりました。今年度もよ
ろしくお願いします。
　ここ数年間は、新型コロナの為臨時休校や、マスク着
用、大きい声を出さない等、何かと縛りが多い中でのあ
いさつ運動ですが、すぐに誰でもできる実践です。
　早朝早い時間ですが、皆様の参加協力をお願いします。

福　　　秀　文
あいさつ運動を通して

（ふく　ひでふみ）
事業所╱Lucy’s　役職╱代表

文教副委員長 所属／大分東倫理法人会

　あいさつを漢字で表すと、挨拶と書きます。挨という
字には、心を開くという意味、拶には、その心に近づい
ていく積極的な行為ということです。（あ）かるく、（い）
つも、（さ）きに、（つ）づけてです。コロナ対策でマス
ク着用だからこそ、本質や想いの届く挨拶を明朗、愛和、
喜働の実践としても、生徒さん方、地域の皆さん方、会
員同士でも、躍動する挨拶運動を推進します。
　今期もご賛同宜しくお願いします。
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髙　橋　秀　臣
ONE  TEAM

丸山敏雄の発見した
幸せになる生活法則〈 〉

1. 朝起きはすべての基本
朝起きて、最低の顔をしていないか。
１日に１度かならず目が覚める。
目が覚めるということは、生きていることの証。
ああ、今日も生きていてよかったと、
機嫌よく起きるのが本当だ。

2. 挨拶は人を動かす
挨拶は人と人、心と心を結ぶ「金の鎖」である。
「おはよう」の一言に、自分が見事に表れる。
日常の当たり前の行為に、
じっくり磨きをかけたい。

3. よい結果は、準備次第
万事を想定して準備を整える。
たいていのことは成功する。
よい原因にはよい結果、悪い原因には悪い結果。

4. 一日、一回でよい
できない、難しい。
よくよく見ると実は、何もやっていないという
ことがほとんどである。
やらなければできるようになるはずがない。
やるのは１日１回でよいのだ。

5. 手紙はすぐに書け
思いを込めて書けば、心が通じる。
たった一枚のハガキが、人を動かす。
伝えたいことは、迷わず一筆したためて、
投函しよう。

（たかはし　ひでおみ）
事業所╱保険ファースト㈱　役職╱代表取締役社長

別府地区長 所属／別府市倫理法人会

　昨年に続き、別府地区長を拝命いたしました。
　今年度もお互いを認め合い、励まし合い、時には熱い
想いを交し合い、
　馴れ合いでない優しさ、責め心のない厳しさを意識し、
別府地区が ONE  TEAM になるよう微力ながら尽力しま
す。
　１年間、どうぞよろしくお願いいたします。

野　仲　亮　一
楽しむぞ！大分地区

（のなか　りょういち）
事業所╱和蔵㈱　役職╱代表取締役

大分地区長 所属／大分東倫理法人会

　本年度大分地区長を拝命致しました野仲です。
　本年度の大分地区は、単会問わず仲の良い大分地区に
していきたいと思います。
　会長３年間の経験を生かして、５単会の会長・専任幹
事さんの力になりたいと思います。
　そして各単会の目標を明確にして頂き、大分地区全体
で盛り上がり、大分県の40周年に貢献して行きたいと
思います。

江　島　　　勝
『日々好日』

（えしま　まさる）
事業所╱㈱MASHIRO　役職╱代表取締役

県北地区長 所属／宇佐市倫理法人会

　本年度県北地区長を拝命いたしましたエシマです。
　貴重な経験をさせていただける機会をいただきました
ことに感謝いたします。
　すべてのことに意味がある、万事これで良し！の精神
で信念をもって担当地区の単会の活動を支援させていた
だきます。
　単会の役員さんとコミュニケーションをとって円滑な
運営を目指しますのでよろしくお願いいたします。

宮　瀬　知　洋
明るく、元気に

（みやせ　ともひろ）
事業所╱㈲サクセス・クリーンサービス　役職╱代表取締役

県北副地区長 所属／中津市倫理法人会

　大分県倫理法人会令和５年度４０周年を迎えます。県
北地区普及目標達成する為に、県北地区４単位倫理法人
会の状況を考慮し、更なる活性充実を図ります。
　１００社未満の単位倫理法人会に関しましては、地域
事情や人材育成等に鑑み、具体的な支援計画の立案、実
施を図り、地区会を開催します。地区長を支えて、役を
超えない様に務めて参ります。

赤　嶺　信　武
さらに「役に徹する」

（あかみね　のぶたけ）
事業所╱㈱野々香

豊肥地区長 所属／豊後大野市準倫理法人会

　今年度、豊肥地区長を拝命いたしました豊後大野の赤
嶺信武です。豊肥地区は今県内でも元気な竹田市とこれ
から元気になる予感の豊後大野市の 2単会の地区です。
初めての地区長という県の役員を拝命し、身の引き締ま
る思いをしております。それぞれの単会の融合と豊肥地
区の一体感をすすめるよう、役に徹します。これからの
1年間どうぞよろしくお願いします。

丸山敏雄ウェブより
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令和５年度スタート

大分県倫理法人会
単会会長紹介
令和５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。

三　笠　雅　子
「令和5年度は役員育成！」

（みかさ　まさこ）
事業所╱㈱ミカサ　役職╱取締役

大分市倫理法人会

　令和 5 年度大分市倫理法人会は「明るさと正しさで
実践者になろう！」をスローガンに、明るく楽しいモー
ニングセミナー会場を提供し自単会の出席率向上に努め
ます。
　会長最終年度として自ら後始末の実践を行い、次の会
長へバトンを渡せるよう役員の育成にも力を入れ実践者
の多い単会にします。

安　東　秀　起
『充』

（あんどう　ひでき）
事業所╱アーク電設　役職╱代表

大分東倫理法人会

　今期、８代目会長と言う大役を拝命することになりました安
東秀起です。 
　前野仲会長のもと、専任幹事を拝命させていただいた３
年間で大分東倫理法人会の仲間も沢山に増えました。 これま
でにつくり上げてきた前会長の想いを引き継ぎながら、 「拡
充」の「充」の部分に今期は力を入れてまいります。 
　これから更に邁進いたす所存ですので、今後もご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願いします。

岩　上　賢　二
原点回帰

（いわがみ　けんじ）
事業所╱㈱ハウスバンク　役職╱代表取締役社長

大分南倫理法人会

　令和５年度、７代目会長を拝命致しました岩上賢二と申します。
　2005年８月21日大分南倫理法人会は誕生しました。設立
時に大杉天伸初代会長が掲げた『日本一カッコイイ単会を
作る！』に原点回帰し、同時に歴代会長が受け継ぎ、育て
上げた大分南の『歴史・思い・魂』をオール南で引き継ぎ、
創立20周年『明朗・愛和・喜働で仲間作り100社！』に向
けて船出致します。倫友の皆様、ご指導、ご鞭撻のほど、何卒、
宜しくお願い申し上げます。

山　本　健　三
「原点帰省」

（やまもと　けんぞう）

げんてんきしょう

事業所╱㈲ケンズ　役職╱代表取締役

大分臨海倫理法人会

　（設立時に立ち帰り反省点も改善していきながら皆さんの
為の倫理法人会を作り小さな一歩から始めます）　僕の会社
のテーマでもあります
　皆様こんにちは、この度大分臨海倫理法人会会長を拝命
致しました山本健三と申します。この度会長という大役を仰せ
つかり、責任の重大さを感じ、身の引き締まる思いで御座い
ます。心地よい緊張感のもと、決意新たにしております。歴代
の会長様、歴史ある倫理法人会の会長として職務を全うし

藤　澤　俊　成
「みんな仲良く楽しい倫理」

（ふじさわ　としなり）
事業所╱㈲藤澤自動車　役職╱代表取締役

臼津倫理法人会

　臼津倫理法人会の会長を拝命して今年で 3年・・・
　臼津の会員と力を合わせて仲間づくりをしてＭＳを楽
しく盛り上げて行きます。次の会長の事を考えて普及に
頑張ります！

下　岡　純　一
倫理を楽しむ

（しもおか　じゅんいち）
事業所╱㈱エステートワン　役職╱代表取締役

別府市倫理法人会

　この度、別府市倫理法人会の会長を拝命致しました下岡純
一と申します。
　会長という大役を受けるにあたり、自分自身が変わる事、そ
して倫理を楽しむことから始めようと心を決めました。
　自分が楽しいと思える会になれば、それが自然と仲間づくり
に繋がり、普及とも楽しく向き合えると信じています。まずは、
モーニングセミナーに参加された方 に々「また来たい！」と思っ
て頂けるよう、役職者の皆さんと心を合わせて取り組みます。

中　野　晃　一
「学び」を「楽しむ」実践で仲間づくり

（なかの　こういち）
事業所╱㈱絆屋　役職╱代表取締役

杵築市倫理法人会

　令和５年度で会長２年目となります。今期は杵築市に
とって 30 周年を迎える大きな節目の年です。他単会に
とても刺激を受け学んだ仲間づくりの楽しさを会友皆で
実践し、歴代会長の努力に報いるべく拡充拡大をもって
応えていきたいと決意しております。今年も「学び」を
得て、なんでも「楽しむ」実践をテーマに盛り上げてい
きます。今年度もご指導宜しくお願い致します。
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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。

梶　原　寿　一
価値創造と自己革新

（かじわら　としかず）
事業所╱㈲アエル流し台製作所　役職╱代表取締役

日田市倫理法人会

　「１年だけね」と言う約束の会長拝命から１年。思っ
たことは「倫理法人会っていいことやってるけど入会
は。。。」と言う現実。これは「商品がいいのに何で売れ
ないんだろう？」と言う商売人の悩みと同じではないか
と気づきました。もしこれが「倫理法人会いいじゃん！
入会するよ！」と、言わせることができれば商売にも応
用できるのではないか？言語化出来ていない価値を言語
化する実践を通じ、自己の成長に繋げます。

矢　野　　　浩
『変化と需要の学び』

（やの　ひろし）
事業所╱㈱宇佐車輛　役職╱代表取締役

宇佐市倫理法人会

　第 10代会長を拝命しました矢野です。親世代から受
け継がれた歴史があり、感慨深い会長職就任です。
　時代の価値が激変する中でも、経営者の自己革新の場
であり続けること。
　経営者という世の少数派でありながら、舵取りに関わ
る人間である義務と責任を負うこと。
　万象我師、変える勇気と受け入れる冷静さと見分ける
知恵に集中してまいります。

林　　　修　三
みんなで毎週楽しい倫理を

（はやし　しゅうぞう）
事業所╱ブラジル珈琲舎　役職╱代表

豊後高田市準倫理法人会

　今回会長の話を頂いた際には素直な気持ちで返事がで
きました。特にすごいことはできないですが、明るく楽
しい単会にしたく思っています。毎週のモーニングセミ
ナー には、新しい方に参加頂けるように皆で話し合い、
いろいろなアイデアを頂こうと考えています。千里の道
も一歩から、コツコツとやっていきます。“積み重ねは
実力であり最大の自信でもある” 自分らしくやっていき
ます。どうぞよろしくお願い致します。

志　賀　和　美

モーニングセミナーで週に一度我儘心を
リセット、気持ちをリフレッシュ！

（しが　かずみ）
事業所╱㈱堀木材　役職╱代表専務取締役

竹田市倫理法人会

　令和４年度より竹田市倫理法人会の6代目会長を拝命いたしました
志賀和美と申します。令和５年度は設立15周年を迎えます。歴代会長が
積み重ねてくださった思いや歩みを受け継ぎ、会員の皆様に感謝し、倫
理の仲間として応援しあい、先ずは、自分がかわり、会社がかわり、地域
がかわる1番地域で明るい会！！竹田市倫理法人会を目指しています。
　竹田市倫理法人会では、活力、先手の挨拶、礼儀正しさ、今ではすっ
かりわすれてしまっていることを学び、人としての大事なことを学ぶことが
出来ます。そして共に学ぶ信頼できる仲間に出会えることが出来ます。
　一人でも多くの方と学んでいきたいと思ってます。皆様の参加をお待
ちしております。

秦　　　幸　士
「常居其全」

（はた　こうじ）
事業所╱㈲大洋運輸　役職╱代表取締役

速見倫理法人会

　こんにちは。令和５年、度速見倫理法人会９代目会長を
拝命いたしました秦です。一昨年来、コロナ禍の影響もあり、
公私ともに苦難いっぱいの時を過ごしてきましたが、この度、
新たな年度を迎え、身に余る役職をいただきました。
　会員の皆様にとって素晴らしい場所にしたい、自分にでき
る事は何だろうかと問いかけてみましたが、やっぱり思い浮か
ぶのは「常居其全」。
　まずは目の前の課題に全力で取り組みたいと考えています。

岸　本　国　広
令和５年度の抱負

（きしもと　くにひろ）
事業所╱マニュライフ生命保険㈱

中津市倫理法人会

　前年度は役員・幹事の活性化を図る事で、MSの活性化を普及目
標の達成を目指しました。只、結果としては役員の参加者の顔ぶれは
変わらず、役員会の活性化は不十分で、MS・普及目標の達成も年初
の意気込みとはかけ離れてしまいました。
　新年度は思い切って新しい役員・幹事さんを登用し、ベテランの役
員さんにサブについてもらい若い役員を支えて頂こうと考えています。
又、お互いのコミュニケーションをとり、昨年度不十分だった役員会の
活性化からMSの活性化・普及目標の早期達成を果たし、中津市倫
理法人会の更なる充実と中津市内での浸透率を上げていきます。

東　　　和　毅
成長出来る環境作り

（ひがし　かずき）
事業所╱ワークビジョン協同組合　役職╱理事長

豊後大野市準倫理法人会

　今期、初めての会長です。
　まだまだ若手ですが、若いからこそ起こせる力で豊後
大野市はもちろん大分県を盛り上げていきたいなと思い
ます。
　そして、倫理を正しく学びより良い会社作り、より良
い社会の 1人として活躍出来る様に頑張ります。
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●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 4 年 8 月 5 日（金）17 時よりホテル日航大分
オアシスタワーにおいて、令和 4 年度目標達成行事
が行なわれました。
　目標達成行事では飯田宜章会長の挨拶で始まり、大
杉天伸幹事長の県の活動報告がありました。
　令和 4年度の目標達成では竹田市、大分東、日田市、
大分市が目標達成し表彰状が各会長に授与され会場よ

り大きな拍手が送られました。
　その後、14 単会の活動計画を各単会 3 分以内で発
表がありました。皆さん気合の入った活動計画を発表
しました。
　法人局普及事業部  津隈亮二 九州・沖縄方面長より
挨拶。最後に倫理研究所　前原幸夫監事より激励の言
葉を頂き閉会いたしました。（広報委員長　竹尾　敏）

令和４年度目標決誓大会開催令和４年度目標決誓大会開催
８/

５金
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　令和4年８月20日（土）14時よりソレイユにおいて、
令和５年度役職者基礎研修が行なわれました。
　令和5年度の100名以上の役員が集まり、飯田宜章
会長の挨拶で始まり、津隈亮二九州沖縄方面長による
令和５年度法人局活動方針説明、飯田会長による令和
５年度大分県活動方針説明、大杉天伸幹事長による令
和５年度大分県活動方針重点項目の説明、瀬口詠一郎
事務長より県倫理法人会経費精算についての説明、会
計の流れなどの説明がありました。
　休憩を挟んで、16時30分より会長会、専任幹事会、
事務長会など11の分科会がそれぞれ会場を移動し分
科会の活動方針についての話し合いが行われました。

　17時50分終了、約4時間にわたる役職者基礎研修、
令和５年度は益々飛躍の年になると確信いたします。
　　　　　　　　　　　　　（広報委員長　竹尾　敏）

　５月 18 日 14 時より、大分市のコンパルホール多
目的ホールにて『七つの原理』研修が行われました。
講師には倫理研究所より津隈亮二方面長お招きして、
約４時間という長時間に亘り、純粋倫理の根幹ともい
える生活法則について学習しました。

　県内各地より 47 名が参加。懇親会にも 26 名が参
加し、純粋倫理の学びと会員同士の交流を深めました。
受講後アンケートには 90％の方が「受講して良かっ
た」と回答していただき、会員の皆様の学習に対する
熱意が伝わりました。　　　（副幹事長  瀬口  詠一郎）

「七つの原理」研修会開催「七つの原理」研修会開催
５/

18水

令和５年度役職者研修開催令和５年度役職者研修開催
８/

20水

■貴重な学びの場となりました。仕事や家庭など日常
を振り返る良い機会となりました。改めて倫理の深さ
を知ることができてもっと学びたいと思いました。ま
た開催よろしくお願いします。
■自分の身に起きている事が全て繋がり腑に落ちる内
容でした。ディスカッションの時間がもう少しあると
様々な感想やご意見が聞けて有難かったです。貴重な
研修の場を設けて頂きありがとうございました。
■研修が長いと中々仕事の都合で来れない方もいるの
でＭＳでも解説してほしい。加藤ＡＤのマグマの例え
はすごいわかりやすかった。
■最初は難しく感じたが読み込むほど多くのことに納
得し理解できた。万人幸福の栞の理解度も深まったと
思います。」

受講者の感想
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７/

２ 土

　７月２日（土）に大分県倫理法人会青年弁論大会が大
分市のコンパルホールで開催されました。
　テーマは「自分を突き動かした瞬間」。各地区から選出
された弁士は４名。最初に別府地区代表の金田昌一さん
が亡くなったお父様ヘの想いや、倫理を学んでからの心
の変化について。二番手の須藤美樹さんは尊敬する師匠
から日々色んな事を学び、ご自身が前向きになれたこと。
三番手の梶原寿一さんはご自身の体験を機動戦士ガンダ
ムに例えユーモア溢れる表現で。最後の安倍美緒さんは
「竹田市を日本一に」をスローガンに日々の活動内容を力
強く。皆さん全員が明るく元気に日頃の実践の成果を発表
していただきました。

　ご来場の皆さんからは「弁論のレベルが例年以上に高
かった」「若い経営者が倫理を学んで短期間で成長してい
く過程がわかりやすく、素晴らしい内容だった。もっとた
くさんの未会員の方 に々聞いてもらうべき」「それぞれの発
表に心がこもっていた。」等のご意見ご感想を頂きました。
　表彰式では実践賞に須藤美樹さん、喜働賞に梶原寿一
さん、会長賞に安倍美緒さん、最優秀賞には金田昌一さ
んが受賞されました。
　この青年弁論大会は私たち青年委員会の年度を通じて
のメインイベントでした。沢山の皆様のご協力のおかげで
無事に開催することが出来ました。本当にありがとうござ
いました。　　　　　　　　（青年委員長　宇野文章）

青年弁論大会開催青年弁論大会開催青年委員会よ
り
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女性セミナー開催女性セミナー開催

　令和４年６月19日（日）、15時から19時までトキハ
会館において、「令和4年度　大分県倫理法人会女性セ
ミナー」を開催しました。
　今年は、３部構成で行いました。第１部は、速見倫
理法人会の会員・大心産業株式会社の代表取締役、小
野久美香社長に「女性の視点とは」をテーマにご講話
いただきました。会社の立ち上げから今日に至るまで
の苦労話や、コロナ禍にあっても事業を拡大し続ける
積極的な経営方針、事業計画等についてお話いただき
ました。質疑応答の時間には、参加者から活発な質問
があり、より深い内容まで本音のお話をうかがうこと
ができました。

　第２部は、ヴァイオリンとピアノの二重唱。ヴァイオ
リンは大分県立芸術文化短期大学の川瀬麻由美先生、
ピアノは大分市倫理法人会の会員・古庄総合法律事務
所の古庄寿美夫人で、お二人での演奏は久しぶりとの
ことでしたが、息のピッタリ合った演奏は馴染みのあ
る曲ばかりで、優雅な生演奏に日常では味わうことの
できない時の流れを感じていただけたようです。
　第３部の交流会は、名刺交換の後、お食事を楽しん
でいただき、親睦を深めることができました。
参加者からは、セミナーの内容はとても素晴らしかっ
たと高評価をいただきましたが、もっと多くの方に聞
いていただきたかったです。（女性委員長　梅野雅子）

６/

19土

　令和4年度の活力朝礼研修会を各地区にて開催致しま
した。
　大分地区は３月1日（火）18時よりコンパルホールにて行
いました。当日は大分市の「経営者の集い」の開催と重なっ
たため汐月会長はじめ5名の参加での開催となりました。
　豊肥地区は3月25日（金）18時よりホテル岩城屋で行い
ました。川野地区長、志賀会長、諏訪会長、安藤朝礼委員
も参加頂き9名で開催出来ました。
　別府地区は4月25日（月）18時より速見MS会場で行いま
した。黒谷副幹事長、高橋地区長、国本会長、他7名合計
10名の参加で開催出来ました。
　県北地区は6月11日（土）10時より宇佐商工会議所で行
いました。宮瀬地区長、岸本会長、梶原会長、尾方会長、切

封会長、他8名合計13名の参加で開催出来ました。
　別府地区では矢野県相談役、その他の地区では大杉幹
事長に講師をお願いし、座学が60分実技30分のスケ
ジュールで行いました。
　座学では活力朝礼とは（特徴、効果など）、また実際にど
のように行うのかを説明、その後実演を行いました。各地区
共に参加頂いた皆さんは積極的に研修に取り組まれ、実際
の練習では活気あふれる会場となりました。
　今期の取り組みでは、役員の方に多く参加頂きましたが、
来期は一般会員の皆さんがたくさん参加頂ける様、PRして
いきたいと思います。「朝礼が変われば、会社が変わる」会
員の皆さんの会社の発展に貢献出来ればと思います。
　　　　　　　　　　　　　（朝礼委員長　松山和也）

女性委員会より

活力朝礼研修会開催活力朝礼研修会開催朝礼委員会より
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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:0978-33-3433

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 大ホール
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/宇佐商工会議所
宇佐市辛島198－2　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  〒870-0035 大分市中央町4丁目2-16  サンリラ中央405  TEL097‐532‐1890  FAX097‐534‐6785発行：（一社）倫理研究所 大分県倫理法人会  〒870-0035 大分市中央町4丁目2-16  サンリラ中央405  TEL097‐532‐1890  FAX097‐534‐6785

別府地区長  髙橋　秀臣

林　　修　三
　昨年の今頃、次期会長選びが難航を極め私の心は曇
天で覆われていました。そんな中、一筋の光明を照らしてく
れたのが国本会長でした。
　国本会長は固辞されましたが加藤先生と私の必死の説
得により無理やり本当に無理に引き受けて頂きました。国
本会長の方針の１丁目１番地は、「別府市倫理法人会の若
返り」でした。「１年で会長を交代する」と公言されてこられ
たのは、長きにわたり牽引頂いた先輩方から若手にバトン
を引き継いで別府市倫理法人会の更なる繁栄を想う強い
気持ちの表れでした。
　その想いどおり、持ち前のバイタリティで１年間、若手に声
を掛け続けました。その結果、次期三役は若返ることとなり、
国本会長の想いは成就されました。そこには国本会長を支
えた坂本専任幹事をはじめ、役員会員の皆さんの協力が
あったことは言うまでもありません。次期下岡会長は、その
想いを受け継ぎ更に新しい風を吹き込んでくれる方です。
　みんなで力を合わせて盛り上げていきましょう。

　今回県北地区で紹介するのは、令和５年度豊後高
田市倫理法人会の会長になる林修三会長のお店です。
　寂れた商店街に昭和30年代の町並みと活気を取り
戻し観光スポットとしてはもちろんまちづくりの成
功事例としても有名になりました。
　豊後高田市昭和の町メインストリート沿いにあり、
築約100年を経た建物で、酒屋、呉服屋、洋品店、喫
茶店という歴史をたどってきた店。昔懐かしい純喫
茶にモダンな雰囲気をプラスしたお洒落なカフェ。
　そのメニューはどれも魅力的で「ハヤシライス」
か「カレー」か迷ったときぜひ注文したいのが「あ
いかけ」型抜きしたライスを境に２つの人気メニュー
が両方食べられるよくばりなひと皿となっています。
　店内はレトロな雑貨や貴
重なヴェネチアングラスで
ドリンクサービスもしてく
れます。居心地がよく、お
気に入りになりそうなカ
フェ、豊後高田の昭和の町
にこられたらふらりと立ち
寄り下さい。

（はやし  しゅうぞう）

人気のハヤシ&カレーあいかけ

代表

豊後高田市準倫理法人会  会長

温故知新
別府市倫理法人会単会ピックアップ

ブラジル珈琲舎

会員紹介 豊後高田市準倫理法人会
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