
沖縄県倫理法人会　（モーニングセミナー・経営者の集い・倫理基講座）開催予定一覧

宜野湾市 倫理法人会 浦添市てだこ 倫理法人会 南部 倫理法人会 中部 倫理法人会 やんばる 倫理法人会 那覇市 倫理法人会 うるま市 倫理法人会 西原 倫理法人会

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 恵コーポレーション Ｂｉｊｏｕ　Ｂｌｏｏｍ 大琉球魂探求家

#N/A #N/A #N/A 会長 #N/A 代表 　代表者 作詞作曲家・クラリネット奏者

(一社)倫理研究所　 (一社)倫理研究所　 （一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所　法人局 大琉球魂探求家 （株）目加田経営事務所 合同会社　Ｈａｐｐｙ　Ｊｏｙ （一社）倫理研究所　法人局

名誉研究員 名誉研究員 九州・沖縄方面　方面長 法人スーパーバイザー 作詞作曲家・クラリネット奏者 代表取締役 代表 九州・沖縄方面　方面長

ベンチャー起業家／冒険家 書道家 （一社）メンタルウェルネストレーニング協会 更生保護法人がじゅまる沖縄 名護自然動植物公園（株） (有)アクア　ファイナンシャル　プラン 0 0

0 0 0 DV加害者更生相談室研究員 営業企画部長 那覇市倫理法人会　副専任幹事 0 0

0 (有)スキップヒューマンワーク 0 特定非営利活動法人　きづき 0 ビンテージアジア経営者クラブ㈱ ラジオパーソナリティー マダムＲＥＩＫＯ

0 後継者倫理塾　塾長 0 事務局長 0 千代田区倫理法人会　幹事 0 　代表

(有)うるま産業 0 (有)スキップヒューマンワーク 0 （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所 Ｇｒｅｅｎ　Ｍａｒｋｅｔ 0

中北部地区長 0 後継者倫理塾　塾長 0 法人スーパーバイザー 法人スーパーバイザー 0 0

倫理経営基礎講座 /18:30～19:30 倫理経営基礎講座 /18:30～19:30 倫理経営基礎講座 /19:00～20:00 倫理経営基礎講座 /19:00～20:00 倫理経営基礎講座 /18:30～19:30 倫理経営基礎講座 /19:00～20:00 倫理経営基礎講座 /18:30～19:30

8/5 日曜日 8/6 月曜日 8/6 月曜日 8/6 月曜日 8/27 月曜日 8/28 火曜日 8/7 火曜日

(一社)倫理研究所　 (一社)倫理研究所　 （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所 #N/A （一社）倫理研究所

名誉研究員 名誉研究員 九州・沖縄方面　方面長 法人スーパーバイザー 法人スーパーバイザー 法人スーパーバイザー #N/A 九州・沖縄方面　方面長

※８月より基礎講座の会場が
「(有)神谷産業」へ変わります。

2018年8月度 　�　モーニングセミナー　� 作成日：2018/8/7

月 火 水

沖縄県西原町小橋川1-5

 カルチャーリゾートフェストーネ  西洲卸商業団地組合会館  ユインチホテル南城  プラザハウスショッピングセンター３F ホテルゆがふいんおきなわ ロワジールホテル那覇 ニュー三和  西原町商工会館２Fホール

8/1

沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1 沖縄県浦添市西洲2-6-6 沖縄県南城市佐敷字新里1688 沖縄県沖縄市久保田3丁目-1-12 沖縄県名護市宮里453-1 沖縄県那覇市西3-2-1 沖縄県うるま市田場1100-10

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A オーシャンズ１１方式経営 健康がもたらすあなたの幸せ 謝花昇

8/1 8/1

大城　政明氏

8/6 8/7 8/7 8/7 8/7 8/8 8/8 8/8

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 平良　佑司氏 知念　富貴子氏

森本　宏氏

継続は力なり 継続は力なり 実践力 倫理経営の要
世界平和への架け橋
：大琉球魂・守礼の邦

古事記と倫理(その二)
スサノオと大国主の物語

パフォーマンスを発揮する
３つのコツ

実践力

8/15

田形　健一氏 田形　健一氏 森本　宏氏 塩川　哲郎氏 大城　政明氏 幸喜　穂乃氏目加田　博史氏

沖縄から始まる
ベーシックインカム（ＵＢＩ）

書を通して学んだこと 脳トレでいきいき人生 大人と子供の１０の約束 松下政経塾と私の志
習慣と倫理

～何かが動き出した～
第3条 -運命自招- 第16条 -尊己及人-

8/13 8/14 8/14 8/14 8/14 8/15 8/15

万人幸福の栞を学ぶ

8/20 8/21 8/21 8/21 8/21 8/22 8/22 8/22

川合　アユム氏 我部天心氏 島袋　松秀氏 名嘉　知恵理氏 比嘉　啓登氏 森永　春和 万人幸福の栞を学ぶ

屋良　玲子氏

第15条 -信成万事(前編)- 潜在意識と脳のお話 第1条 -日々好日-
福祉の視点から視た

まちづくり
第17条 -人生神劇- アジアから見る日本の可能性 笑いが止まらない 再起をかけて

8/29

会員スピーチ

会員スピーチ

万人幸福の栞を学ぶ 喜納　康光氏 万人幸福の栞を学ぶ 万人幸福の栞を学ぶ 安田　哲氏 くだか　まり氏

夫婦愛和
妻の一言で会社が変わる

歴代会長挨拶 潜在意識と脳のお話 第11条 -万物生々(後編)- 実践実践また実践！ 実践実践また実践！

佐久川　伊弘氏

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

#N/A
沖縄県西原町小橋川1-5

ラ・ポール　サロン 沖縄県倫理会館 (有)神谷産業　会議室 ㈱中部鋼材　会議室 名護市産業支援センター 沖縄県倫理会館  西原町商工会館２Fホール

第22講　働きの原動力 第21講　信用、信頼の要 第22講　働きの原動力 第21講　信用、信頼の要 第21講　信用、信頼の要 第24講　信念を培う

#N/A

第24講　信念を培う

宜野湾市上原1-5-13 沖縄県那覇市おもろまち4-14-15　前田ビル2F 南城市玉城仲村渠1258-1 沖縄市室川2-6-7 名護市大中1-19-2 沖縄県那覇市おもろまち4-14-15　前田ビル2F

#N/A田形　健一 氏 田形　健一 氏 森本　宏 氏 塩川　哲郎 氏 伊藤　勇二 氏 伊藤　勇二 氏 森本　宏 氏

8/27 8/28 8/28 8/28 8/28 8/29

新垣　梨奈氏目差　武博氏 会員スピーチ 喜納　康光氏 万人幸福の栞を学ぶ 伊藤　勇二氏 伊藤　勇二氏

新たなるステップへ

8/29

様式113_2017.05



沖縄県倫理法人会　（モーニングセミナー・経営者の集い・倫理基講座）開催予定一覧

那覇国際 倫理法人会 浦添市 倫理法人会 ニライ 倫理法人会 宮古島 倫理法人会 那覇新都心 倫理法人会 豊見城市 倫理法人会 八重山 倫理法人会 糸満市 倫理法人会

ベンチャー起業家／冒険家 中国語医療通訳士 大琉球魂探求家 （一社）倫理研究所 (株)琉球補聴器 竹尾内装店 千里倫理法人会 0

0 0 作詞作曲家・クラリネット奏者 法人スーパーバイザー 　代表取締役 那覇・浦添地区　地区長 ㈱オフィステーマパーク 0

0 沖縄大学 竹尾内装店 (有)東洋住研 0 0

0 名誉教授 那覇・浦添地区　地区長 代表取締役 0 0

家庭倫理の会　豊見城市 マリンサファイア合同会社　代表 カーショップ グッドドラゴン （株）ピザライ （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所 0 （一社）倫理研究所

子育て副委員長 琉球風水師 代表 代表取締役 法人スーパーバイザー 九州・沖縄副方面長 0 九州・沖縄副方面長

イルチ・ブレイン・ヨガ ビンテージアジア経営者クラブ㈱ 0 沖縄石油ガス（株） 0 0 八重瀬町　町長

インストラクター 千代田区倫理法人会　幹事 0 代表取締役会長 0 0 0

(株)ｏｋｉｃｏｍ 税理士法人リモト 株式会社ＦＭよみたん　 大空企画(有)　 那覇市議会議員 大琉球魂探求家 石垣市議会議員 #N/A

沖縄県倫理法人会　会長 所長 代表取締役 ＭＳ委員長 元Dr．ヘリ事業パイロット 作詞作曲家・クラリネット奏者 0 #N/A

倫理経営基礎講座 /19：30～20：30 倫理経営基礎講座 /18:30～19:30 倫理経営基礎講座 /19:00～20:00 経営者の集い /19:00～20:00

8/1 水曜日 8/16 木曜日 8/16 木曜日 8/2 木曜日

#N/A #N/A #N/A （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所 千里倫理法人会　会長 #N/A

#N/A #N/A #N/A 法人スーパーバイザー 法人スーパーバイザー 九州・沖縄副方面長 ㈱オフィステーマパーク #N/A

作成日：2018/8/7　�　モーニングセミナー　�2018年8月度

木 金

 西洲卸商業団地組合会館

土

那覇セントラルホテル  糸満工業団地会館嘉手納町商工会館 宮古神社 那覇セントラルホテル  とよみの杜２Fふれあいホール アートホテル石垣島2F
沖縄県浦添市西洲2-6-6 沖縄県糸満市西崎5-8-4沖縄県嘉手納町嘉手納259 沖縄県宮古島市平良字西里5-1 沖縄県那覇市牧志2-16-36 沖縄県豊見城市渡嘉敷140-1 沖縄県石垣市大川559沖縄県那覇市牧志2-16-36

8/2 8/48/2 8/2 8/3 8/3 8/3

沖縄から始まる
ベーシックインカム（ＵＢＩ）

8/2

合わせる力 夢かぎりなく

万人幸福の栞を学ぶ大城　政明氏 島　良明氏 名城　幸男氏 桝田　佳明氏川合　アユム氏

沖縄の観光産業に役立つ中国、
台湾、香港人の特性の明確化

第2条 -苦難福門-
世界平和への架け橋
：大琉球魂・守礼の邦

銭儲かる薬・銭失う薬
ゼロ次予防

-ポピュレーションアプローチのすすめ-

森山　賢氏

8/9

大坂　美恵子氏

琉球の四大悲劇 (ｐａｒｔ1)

8/11

第15条 -信成万事(後編)-

8/9 8/9 8/9 8/10 8/10 8/10

祝日～山の日～合わせる力 後日連絡
強運になるための追求と感情

のコントロール
第3条 -運命自招- 第10条 -勤労歓喜-

仲村　芳信氏万人幸福の栞を学ぶ 後日連絡名城　幸男氏 後日連絡 山城　千明氏 万人幸福の栞を学ぶ 万人幸福の栞を学ぶ

8/188/16 8/16 8/17 8/17 8/17

楽しく働く―喜働の実践

8/168/16

足下の実践を磨く 日々の実践

宮内　秀樹氏リーゼント良龍氏 勝連　聖史氏 長野　正治氏 宮内　秀樹氏 会員スピーチ

琉球風水の歴史と現代住宅へ
の活用事例

足下の実践を磨く感謝される事に挑戦しよう
諦めなければ成功しかない

～私が諦めない理由～
実践の偉力

島袋　彰子氏

8/23

横川　明子氏

アジアから見る日本の可能性

8/25

心・体の健康とブレイン(脳)教育
-地球市民としての意識-

8/23 8/23 8/23 8/24 8/24 8/24

人づくり、町づくり第13条 -反始慎終(後編)- 後日連絡
正しい職場のマナーで

企業力アップ！
会員スピーチ 一年間を振り返って

幸喜　徳子氏 会員スピーチ 会員スピーチ

8/31

吉濱　美優喜氏

8/30 8/30

小渡　玠氏 友利　博明氏 仲宗根　朝治氏 糸数　聡氏 よしみね　努氏

8/30

安田　哲氏

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

#N/A #N/A  とよみの杜２Fふれあいホール 石垣市健康福祉センター２階会議室 #N/A#N/A 元気生活（株） 沖縄県倫理会館
#N/A #N/A

#N/A #N/A 桝田　佳明 氏 #N/A#N/A 島　良明 氏 長野　正治 氏

0

沖縄県豊見城市渡嘉敷140-1 石垣市登野城１３５７番地１ #N/A#N/A 宮古島市平良字西里880-3 沖縄県那覇市おもろまち4-14-15　前田ビル2F

第24講　信念を培う 夢かぎりなく 00 第24講　信念を培う 第23講　終わりを慎む

宮内　秀樹 氏

長山　家康氏 #N/A

新垣　安弘氏万人幸福の栞を学ぶ

8/30 8/31

世界平和への架け橋
：大琉球魂・守礼の邦

後日連絡 #N/A県会長就任１年を振り返って 後日連絡
100年残るラジオ局を目指
して読谷コミュニティーを

世界へ発信
後日連絡

ドクターヘリパイロットから
那覇市議へ！

～守りたい生命のために～

大城　政明氏

8/31

後日連絡
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