
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

有限会社ゴーイング クリスタルLAB代表　∞うちらぶKITCHEN主宰 （株）ｏｋｉｃｏｍ 沖縄県農村事務所 埼玉県三郷市倫理法人会 (株)トーアコーポレーション 足力サポートナース沖縄

代表者 発酵マイスター　 沖縄県倫理法人会　会長 トーサイ不動産（株）　営業部長

（一社）倫理研究所　法人局 なんくる農場　農場主 大琉球魂探求家 （合）レキオワークス 沖縄銀行

法人スーパーバイザー 作詞作曲家・クラリネット奏者 沖縄県倫理法人会　朝礼委員長 沖縄銀行デジタル事業部　調査役

竹尾内装店  代表者 一般社団法人　日本プロセラピスト協会 沖縄TAセンター　　所長 （一社）倫理研究所　 （一社）倫理研究所　法人局 熊本県荒尾市倫理法人会
（一社）倫理研究所 法人

局

那覇東倫理法人会　副会長 代表理事 心理カウンセラー　人材･組織開発研究所所長 法人アドバイザー 法人アドバイザー 法人レクチャラー 首都圏方面　副方面長

（一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所 国立療養所沖縄愛楽園 一社）日本クリプトコイン協会公認暗号通貨技能インストラクター 丸貴（株）営業主任 暉義塾高等院

法人スーパーバイザー 名誉研究員 園長 南部倫理法人会　監査 沖縄県倫理法人会　研修副委員長 教頭

福岡県倫理法人会　副幹事長 京都府倫理法人会　相談役

法人レクチャラー 法人レクチャラー

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 倫理経営講演会 /18：30～20：30 倫理経営講演会 /14：30～16：30 経営者の集い /18:30～19:30 倫理経営講演会 /18：30～20：00

4/21 日曜日 4/8 月曜日 4/22 月曜日 4/15 月曜日 4/16 火曜日 4/16 火曜日 4/16 火曜日

（一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所　 （一社）倫理研究所　法人局 熊本県荒尾市倫理法人会 （一社）倫理研究所 法人局

法人スーパーバイザー 法人スーパーバイザー 名誉研究員 法人アドバイザー 法人アドバイザー 法人レクチャラー 首都圏方面　副方面長

倫理経営講演会 /18：30～20：30 倫理経営講演会 /14：30～16：30

4/15 月曜日 4/16 火曜日

福岡県倫理法人会　副幹事長 京都府倫理法人会　相談役

法人レクチャラー 法人レクチャラー

作成日：2019/4/11

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

　　　　4/2  ※講師変更になりました4/1 4/2

2019年4月度

月 火 水

4/2 4/3 4/3

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

照屋　祐子 氏

たてよこ十字　～実践の途中～
つよいカラダを作る食育

ビジネスチャンスのみつけ方
1600回特別記念講演

明るく　楽しく　繋がる
富士研に学んで

継続しか力にならない
～謝罪からの倫理～

生涯現役のカギは元気な足作りから　
PART2

鳴海　剛 氏 園田　芽衣 氏 小渡　玠 氏 吉見　真一 氏 中村　道明 氏

第2条　―苦難福門― 自己革新は家庭から 夢は本当に叶うのか 大琉球と進貢船（太陽丸）ティーダ丸 第15条　―信成万事― 私が学んできたこと

4/8 4/9 4/9 4/9 4/10 4/10

4/17 4/17

万人幸福の栞を学ぶ 塩川　哲郎 氏 我喜屋　宗一 氏 大城　政明 氏 万人幸福の栞を学ぶ 島袋　由香 氏

髙嶋　民雄 氏 丸本　敏文 氏

点と線
人づくりは組織構造の変革が重要 ～

ティール組織から学ぶ組織・チームの活
性化で理想の組織を目指す～

激動の新しい年､今､求められている
リーダーは?

良樹細根 全個皆完の原理と企業経営 心身相関の倫理

4/15 4/16 4/16 4/16

仮想通貨から暗号資産へ～ビットコ
インが教えてくれるものとは～

富士研修から学んだ倫理と私

4/22 4/23 4/23 4/23 4/24 4/24

名城　幸男 氏 鈴木　幸代 氏 野原　弘 氏 小山　久雄 氏

宍倉　渉 氏 万人幸福の栞を学ぶ 丸本　征雄 氏 野村　謙 氏 砂川　惠一郎 氏 渡慶次　涼子 氏

担雪埋井(たんせつまいせい) 第9条　－破約失福－ 思いは叶う　－中国に倫理を－
合言葉は｢ライフサポート｣

～愛楽園から｢看取り｣を考える～

4/16 4/17

苦難は幸福の門
～これが良い！喜べ！～

苦難福門真っ最中

木本　隆洋 氏 山下　太郎 氏

宍倉　渉 氏 塩川　哲郎 氏 丸本　征雄 氏 小山　久雄 氏 髙嶋　民雄 氏

〒901-2202　沖縄県宜野湾市普天間2?１４?１ 南城市玉城仲村渠1258-1 沖縄市胡屋５－７－１ 沖縄県名護市宮里453-1 沖縄県那覇市おもろまち３丁目1番１号

加来　恵美子 氏

大転換の時代ー岐路に立つー

ニュー三和

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

サンフティーマ 2階 (有)神谷産業　会議室 沖縄こどもの国（沖縄こども未来ゾーン研修室） ホテルゆがふいんおきなわ 沖縄県立博物館・美術館

4/29 4/30 4/30 4/30

丸本　敏文 氏

第２６講　人生の主役として生きる 第25講　自他共尊の生き方 第２４講　信念を培う 大転換の時代ー岐路に立つー 大転換の時代ー岐路に立つー

沖縄県うるま市田場1100-10

祝日ー昭和の日ー 祝日ー退位の日ー 祝日ー退位の日ー 祝日-退位の日-

倫理実践がもたらすもの 全ては心が決める事!

木本　隆洋 氏 山下　太郎 氏

4/3

会社は潰れる・ではどうする？

上原　孝志 氏

4/10

活力朝礼実演/㈱紙商

富田　盛敏 氏

4/17

苦難は良くするためのチャンス！！

加来　恵美子 氏

4/24

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｣～

普天間　努 氏

�　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

根元(もと)を忘れてはならない

※「４／３」、「４／１０」の

モーニングセミナー会場が

「西洲卸団地会館」へ変更

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

キャラ沖縄所属 足力サポートナース沖縄 宮古マリーン(株) 大分県大分市倫理法人会　相談役 松尾薬品産業株式会社　沖縄支店 （一社）倫理研究所　  （一社）倫理研究所　法人局

FM沖縄 ShareTimeパーソナリティー 宮古島倫理法人会 専任幹事 法人レクチャラー ＳＡＲＯＮ ＧＯＬＲ 法人スーパーバイザー 法人スーパーバイザー

福岡県倫理法人会　副幹事長 福岡県倫理法人会　相談役 元気生活(株) 家と心の空間アドバイザー 熊本県倫理法人会　副会長 ケーキの店プール・ヴー 代表者 宮崎県佐土原準倫理法人会　会長

法人レクチャラー 法人スーパーバイザー 宮古島倫理法人会 副事務長 Ａｙｕ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ 法人レクチャラー 沖縄県倫理法人会 普及拡大副委員長 法人レクチャラー

NPO保育すけっとin那覇代表 おもてなしプランナー （有）介護センター 税理士事務所ニライ ソニー生命㈱ ライフプランナー 世界一周ユーチューバー

NPOにじのはしファンド代表 綾里研究家 宮古島倫理法人会 副専任幹事 国際ボディランゲージコーチ/税理士 南部倫理法人会 事務長 世界幸せ探検隊

（株）エー・アール・ジー　取締役 闘牛実況アナウンサー 宮古テレビ（株） (有)東洋住研 （株）エー・アール・ジー　取締役

浦添市倫理法人会　副会長 沖縄県倫理法人会　広報委員長 代表取締役 浦添市倫理法人会　幹事

ケーキの店プール・ヴー 代表者

沖縄県倫理法人会 普及拡大副委員長

世界一周ユーチューバー

世界幸せ探検隊

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

4/10 水曜日 4/10 水曜日 4/4 木曜日 4/11 木曜日 4/4 木曜日 4/12 金曜日

福岡県倫理法人会　副幹事長 福岡県倫理法人会　相談役 大分県大分市倫理法人会　相談役 熊本県倫理法人会　副会長 （一社）倫理研究所　 宮崎県佐土原準倫理法人会　会長

法人レクチャラー 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 法人スーパーバイザー 法人レクチャラー

土

作成日：2019/4/11

4/11 4/11 4/12

特別ナイトセミナー
会場：石垣市健康福祉センター

古後　信二 氏 山城　千明 氏 会員スピーチ

4/11　19：00～20：00

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

佐藤　英夫 氏矢野　雅則 氏 松尾　はつよ 氏

2019年4月度 　�　モーニングセミナー　�
木 金

沖縄県浦添市西洲2-6-6

職場で起こるハラスメントについて

4/64/4 4/4 4/4 4/5 4/5 4/5

ターニング･ポイント生涯現役のカギは元気な足作りから 倫理に出会って気づいた自分 実践でチャンスをつかむ
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
実践すれば人生は変わる

井手　庸文 氏 源河　光雄 氏

4/11

青池　牧恵 氏 照屋　祐子 氏 大島　卓 氏 神谷　善高 氏

松木　知代惠 氏

欲の分だけ差し引きされる苦難の時こそ、明朗愛和 実践に真心を込めて ※後日連絡 運を呼び込む　お片づけ
倫理に学ぶ!

インターンシップ生の就活支援
職人経営者の実践

山田　光貴 氏大江　義夫 氏 砂川　優 氏 もりかど　あゆみ 氏

自分が動けば、周りも動く

4/204/18 4/18 4/18 4/19 4/19 4/19

第８条　-明朗愛和-（前編）働く女性のための頑張れる台所術 ※後日連絡
意識改革のための

ボディランゲージ理論

4/25

万人幸福の栞を学ぶ糸数　未希 氏 高木　ゑみ 氏 下地　隼人 氏 及川　始乃 氏 瀨底　亜寿美 氏 だいご＆もか 氏

4/274/25 4/25 4/26

偶然を見つけたら、追いかけてみる偶然を見つけたら、追いかけてみる 沖縄文化闘牛で地域活性化 第１１条　-万物生々-（前編） 喋りの法則　その一 強運の追求と感情のコントロール 平成を振り返って

古後　信二 氏伊波　大志 氏 万人幸福の栞を学ぶ 浦崎　淳 氏

とよみの杜２Fふれあいホール 石垣市健康福祉センター 糸満工業団地会館嘉手納町商工会館 中ホール ライフワーク樋川2階

矢野　雅則 氏

第1講　丸山敏雄の生涯

沖縄県那覇市おもろまち4-14-15　まえだビル2F 沖縄県嘉手納町嘉手納259 沖縄県豊見城市渡嘉敷140-1 石垣市登野城１３５７番地１那覇市樋川1-5-36　1階がコザ信金開南支店

脚下照顧　ー苦難に感謝ーリーダーとしての心の在り方

沖縄県倫理会館

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

沖縄県糸満市西崎5-8-4

第26講　人生の主役として生きる 良いも悪いも今に繋がる
純粋倫理の三つの経営学を学び人

生が善くなった

井手　庸文 氏 神谷　善高 氏 山田　光貴 氏松木　知代惠 氏 大江　義夫 氏

4/26 4/26

笑顔の力　よかった～ありがとう♪ 夢

4/12 4/12 4/13

源河　光雄 氏

だいご＆もか 氏

4/18　18：30～20：00

特別ナイトセミナー
会場：石垣市健康福祉センター視聴覚室

様式113_2018.09


