
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 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 浦西 倫理法人会 うるま市 倫理法人会

（一社）倫理研究所　法人局 闘牛実況アナウンサー ㈱東海沖縄　常務取締役 西原自動車販売(株) 丸貴（株）営業主任

法人スーパーバイザー 沖縄県倫理法人会　副幹事長 沖縄県倫理法人会　研修副委員長

福岡市早良倫理法人会 熊本県県央地区　副地区長 （株）東設計工房　代表取締役 宮古テレビ（株） （一社）倫理研究所　法人局 宮崎県都城市倫理法人会　会長

法人レクチャラー 法人レクチャラー 一級建築士 沖縄県倫理法人会　広報委員長 法人スーパーバイザー 法人レクチャラー

ソニー生命㈱ ライフプランナー 宮古テレビ（株） 福岡県豊前市倫理法人会 （一社）倫理研究所　法人局 株式会社Kagurada (有)スキップヒューマンワーク

生き方カウンセラー 南部倫理法人会　事務長 沖縄県倫理法人会　広報委員長 法人レクチャラー 九州・沖縄方面　方面長　アジア担当 代表取締役 後継者倫理塾　塾長

(有)ナハジムキ　 ラジオパーソナリティー (有)東洋住研 笹尾商工(株) (有)高蔵住宅 松尾薬品産業株式会社　沖縄支店 沖縄Ｆ＆Ｂサービスを考える会

南部・先島地区長 代表取締役 法人アドバイザー 代表取締役社長 ＳＡＲＯＮ ＧＯＬＲ 会長

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

3/3 日曜日 3/11 月曜日 3/11 月曜日 3/18 月曜日 3/19 火曜日 3/12 火曜日 3/12 火曜日

（一社）倫理研究所　法人局 福岡市早良倫理法人会 熊本県県央地区　副地区長 福岡県豊前市倫理法人会 （一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所　法人局 宮崎県都城市倫理法人会　会長

法人スーパーバイザー 法人レクチャラー 法人レクチャラー 法人レクチャラー 九州・沖縄方面　方面長　アジア担当 法人スーパーバイザー 法人レクチャラー

作成日：2019/3/22

3/27

沖縄観光の現状と実感そして展望

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 ニュー三和浦添市社会福祉センター
沖縄県浦添市仲間1-10-7

2019年3月度

月 火 水

沖縄県宜野湾市赤道2-7-1 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

宜野湾市社会福祉センター

実践力で勝つ! 第8条 -明朗愛和（前編）- 沖縄文化  闘牛で地域活性化 第４条　-万象我師- 富士研に参加して
実験（実践）したら、スゴいことになった話

～「しごと」　の　「さ・し・す・せ・そ」～

3/4 3/5 3/5 3/5 3/6 3/6

伊藤　勇二 氏 万人幸福の栞を学ぶ 伊波　大志 氏 万人幸福の栞を学ぶ 新垣　隆介 氏 普天間　努 氏

3/11 3/12 3/12 3/12 3/13 3/13

第1条―日々好日― 倫理の学び・出会い・実践に感謝 全て必然 沖縄の赤瓦は何故赤いのか? 喋りの法則　その壱 朝礼と会社の成績

3/18 3/19 3/19 3/19 3/20 3/20

万人幸福の栞を学ぶ 太郎良　和孝 氏 小佐井　憲彦 氏 山城　東雄 氏 浦崎　淳 氏 宮脇　克広 氏

ぐしけん　かよ子 氏 瀨底　亜寿美 氏 浦崎　淳 氏 三田　敏和 氏 森本　宏 氏 喜納　康光 氏

潜在意識(心の力)の引き出し方
～潜在意識(心の力)で人生を覚醒～

笑顔の力　よかった～ありがとう♪ 喋りの法則　その弐 天に貯金を 実践力 顕界と幽界と脳科学

伊藤　勇二 氏 太郎良　和孝 氏 小佐井　憲彦 氏 三田　敏和 氏 森本　宏 氏

〒901-2202　沖縄県宜野湾市普天間2-14-1 沖縄県南城市佐敷字新里1688 沖縄市胡屋５－７－１ 名護市大中1-19-2 沖縄県那覇市おもろまち4-14-15　まえだビル2F

緒方　一義 氏

明日、会社がつぶれる

健康福祉センター うるみん

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

サンフティーマ 2階 ユインチホテル南城 沖縄こどもの国（沖縄こども未来ゾーン研修室） 名護市産業支援センター 沖縄県倫理会館

3/25 3/26 3/26 3/26 3/27

宮脇　克広 氏

第25講　自他共尊の生き方 倫理を学び、父親と素直に話せた事 保険業２９年の天国と地獄 孫からのおくりもの 第26講　人生の主役として生きる

うるま市字安慶名488

日々成長(日々好日) Viva la Vida 強運の追求と感情のコントロール 全一統体の法則
引き継ぐ覚悟

＇本を忘れず＇に思うこと

富山　剛 氏 くだか　まり 氏 山城　千明 氏 比嘉　八重子 氏 安里　明友美 氏 松尾　はつよ 氏

3/6

出会いと繋がりに感謝

呉屋　克 氏

3/13

熊本地震と倫理

緒方　一義 氏

3/20

低コスト小規模植物工場システムの
開発

神楽田　徳夫 氏

3/27

沖縄から学んだカラダの仕組み
～繋がる～運氣とリンパと自律神経の関係

�　モーニングセミナー　�

沖縄県倫理会館
沖縄県那覇市おもろまち4-14-15　まえだビル2F

第24講　信念を培う

山根　悟 氏

※３月よりナイトセミナーの会場

が【サンフティーマ２Ｆ】へ変更と

なりました。

※3/26ＭＳ講話者が変更となりました。
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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

浦添市 倫理法人会 ニライ 倫理法人会 宮古島 倫理法人会 那覇東 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

行政書士法人ウィアライズ 城間びんがた工房　16代目 楽読糸満スクール

浦西倫理法人会　会長 講師

おきなわｽｸｰﾙ情報誌｢えら部｣取締役・編集長 家と心の空間アドバイザー 第一生命保険㈱ 福岡県直方準倫理法人会　相談役 松尾薬品産業株式会社　沖縄支店

沖縄サロネーゼ代表社員 Ａｙｕ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄﾃﾞｻﾞｲﾅｰCFPﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ 法人レクチャラー ＳＡＲＯＮ ＧＯＬＲ

株式会社　楽読 (有)翁長電気工事 ラジオパーソナリティー ビープラス　代表 (株)ｏｋｉｃｏｍ ソニー生命㈱ ライフプランナー

RTHグループCEO　楽読創始者 中部倫理法人会　会長 沖縄県倫理法人会　会長 南部倫理法人会　事務長

嬉野が丘サマリヤ人病院 西原自動車販売(株) 福岡県倫理法人会　後継者倫理塾塾長

精神保健福祉士/社会福祉士 沖縄県倫理法人会　副幹事長 法人レクチャラー

Bergamia Starz （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　 （合）レキオワークス

温活アロマLifeアドバイザー 名誉研究員 名誉研究員 名誉研究員 名誉研究員 沖縄県倫理法人会　朝礼委員長

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 経営者の集い /19:00～20:00 経営者の集い /18:30～19:30

3/27 水曜日 3/27 水曜日 3/28 木曜日 3/28 木曜日 3/7 木曜日 3/22 金曜日

（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　 福岡県直方準倫理法人会　相談役 福岡県倫理法人会　後継者倫理塾塾長

名誉研究員 名誉研究員 名誉研究員 名誉研究員 法人レクチャラー 法人レクチャラー

朝礼研修 /18：00～20：00

3/28 木曜日

（合）レキオワークス

沖縄県倫理法人会　朝礼委員長

※朝礼研修の会場は【石垣市健康福祉センター視聴覚室】です

土

作成日：2019/3/22

3/7 3/7 3/8

3/28 3/28 3/28

なぜちょうれいが必要か？
活力朝礼で業績アップ！！

第７条　-疾病信号-

呉屋　克 氏

3/29 3/29

宇宙経営12の法則

糸満工業団地会館
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 那覇市樋川1-5-36　1階がコザ信金開南支店 沖縄県豊見城市渡嘉敷140-1 沖縄県石垣市大川559

西洲卸商業団地組合会館 嘉手納町商工会館 宮古神社 ライフワーク樋川3階　 とよみの杜２Fふれあいホール アートホテル石垣島2F

渡辺　恵美 氏前原　正人 氏 会員スピーチ

2019年3月度 　�　モーニングセミナー　�
木 金

沖縄県浦添市西洲2-6-6

3/23/1 3/1 3/1

理想が現実になる楽読（速読）倫理と民泊とウィアライズ 会員スピーチ 後継者の仕事

万人幸福の栞を学ぶ 久保井　伸治 氏

3/7

城間　栄市 氏

山内　良子 氏

売りたいなら作り手を増やせ！作り手
づくりからはじまる現代マーケティング

仕事効率が上がる整理整頓のコツ 第１０条　-勤労歓喜-

もりかど　あゆみ 氏 万人幸福の栞を学ぶ

3/15 3/15 3/15

笑顔の力　よかった～ありがとう♪出会い ※後日お知らせ Viva　la　Vida

3/14 3/14 3/14

3/21

瀨底　亜寿美 氏平井　七重 氏 翁長　秀樹 氏 ※後日お知らせ くだか　まり 氏 榊田　えみ 氏 小渡　玠 氏

3/233/21 3/21 3/22

祝日-春分の日- 祝日-春分の日- ※後日お知らせ

※後日お知らせ

大濱信泉記念館 糸満工業団地会館嘉手納町商工会館 中ホール 宮古神社 ライフワーク樋川２階　 とよみの杜２Fふれあいホール

富田　盛敏 氏

朝礼実習
実践！！活力朝礼

新原　隆一 氏

沖縄県宮古島市平良字西里5-1

第26講　人生の主役として生きる 第3講　倫理法人会の誕生

沖縄県豊見城市渡嘉敷140-1 沖縄県石垣市登野城２－７０

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

沖縄県糸満市西崎5-8-4那覇市樋川1-5-36　1階がコザ信金開南支店

第2講　倫理運動の原点 魅力ある企業にするには 人を幸せにする経理の法則第２６講　人生の主役として生きる

井上　茂勝 氏 久保井　伸治 氏 末政　ヒロ子 氏新原　隆一 氏 井上　茂勝 氏

沖縄県嘉手納町嘉手納259

倫理は人生の案内図天候気候と事業の盛衰
温めると幸せになる。

個人と企業の健康経営
天候気候と事業の盛衰 ※後日お知らせ

3/22 3/22

自分らしい生き方をみつける
～あなたの人生はあなたんが主役～

苦難福門～役を受けて､
自分が変わり､人が変わる～

3/8

3/303/29

3/8 3/9

倫理を通しての　心の置きどころ
ストレスを吹き飛ばせ!
笑う門には福来る!

出逢いと繋がりに感謝
モーニングセミナーその意味と意義

純粋倫理の法則

末政　ヒロ子 氏島袋　顕 氏

沖縄から学んだカラダの仕組み
～繋がる～運氣とリンパと自律神経の関係営業道 第７条　-疾病信号- 実践すれば人生は変わる

松尾　はつよ 氏玉城　美紀子 氏

沖縄県倫理法人会MS副委員長　島袋清榮 氏

沖縄県倫理法人会普及拡大委員長　星真理 氏

3/16

・3/21　ボウリングセミナー
沖縄県倫理法人会普及拡大委員長　星真理 氏

井上　茂勝 氏 富田　盛敏 氏 万人幸福の栞を学ぶ能美　あずさ 氏 新原　隆一 氏 井上　茂勝 氏 新原　隆一 氏

・3/14　ｶﾗｵｹ倫理法人会ｼﾝｷﾞﾝｸﾞｾﾐﾅｰ
　　沖縄県倫理法人会　会長　小渡玠 氏
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