
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

茅原書藝會 足力サポートナース沖縄 社会福祉法人名護学院 （一社）倫理研究所　法人局 (株)ジムキ文明堂 うるま市議会議員

翔南書道塾　代表 理事長 九州・沖縄方面　副方面長 法人スーパーバイザー

（株）ペンタグラマー　代表取締役/建築家 ケンケン体操教室 (株)ジュリエット　 なんくる農場　農場主 宮古テレビ（株）

浦添市倫理法人会　副会長 代表 代表取締役 沖縄県倫理法人会　広報委員長

（一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所　法人局 佐賀県三神準倫理法人会　普及拡大委員長 丸貴（株）営業主任 ㈱VIO(塾ヴィジョン) 浦添市長　 （一社）倫理研究所　法人局

教育業務部　研究員 法人スーパーバイザー 法人レクチャラー 沖縄県倫理法人会　研修副委員長 代表取締役 浦添市倫理法人会顧問 九州・沖縄方面　方面長　アジア担当

大分県別府市倫理法人会　会長 大分県倫理法人会　幹事長 琉球大学農学部　准教授 ㈱BELLｚ沖縄支社　取締役 ジムキ文明堂 営業主任

法人レクチャラー 法人レクチャラー 沖縄県倫理法人会　普及拡大委員長 うるま市倫理法人会　副事務長

熊本県倫理法人会 幹事長

法人レクチャラー

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

5/19 日曜日 5/20 月曜日 5/20 月曜日 5/27 月曜日 5/7 火曜日 5/24 金曜日 5/21 火曜日

（一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所　法人局 佐賀県三神準倫理法人会　普及拡大委員長 大分県倫理法人会　幹事長 （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　法人局

教育業務部　研究員 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 九州・沖縄方面　副方面長 教育業務部　研究員 九州・沖縄方面　方面長　アジア担当

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

5/26 日曜日 5/20 月曜日 5/24 金曜日

大分県別府市倫理法人会　会長 熊本県倫理法人会 幹事長 山口県倫理法人会 相談役

法人レクチャラー 法人レクチャラー 法人レクチャラー

�　モーニングセミナー　�

P’ｓ　SQUARE
沖縄県浦添市西原2-4-1

大転換の時代ー岐路に立つー

上江洲　由太 氏

5/1

祝日ー即位の日ー

5/8

柔らかい心の作り方

石川　元章 氏

5/15

夢は本当に叶うのか

我喜屋　宗一 氏

5/22

400回記念ＭＳ
～倫理と出会って～

松本　哲治 氏

5/29

母を訪ねて三千里

5/29

倫理と出会って　Ⅱ 第10条―勤労歓喜― 第１４条　-心即太陽- 富士研での気づき
伝統的食文化を未来へ継ぐ

～熱く全身を捧げる教育実践～

5/27 5/28 5/28 5/28 5/29

森本　宏 氏

私の性格と倫理

呉屋　嘉治 氏 鈴木　隆一 氏 大石　秀一 氏 普天間　努 氏 有馬　義弘 氏

「倫理ビフォー・アフターⅡ」

備えあれば...

森本　宏 氏

健康福祉センター うるみん

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

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

呉屋　嘉治 氏 鈴木　隆一 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

第3講　倫理法人会の誕生

川﨑　隆男 氏

髙橋　秀臣 氏 川﨑　隆男 氏

倫理と出会って　Ⅰ 「倫理ビフォー・アフター」

原田　和彦 氏

サンフティーマ 2階 ユインチホテル南城

大石　秀一 氏 宮瀬　知洋 氏 宮内　秀樹 氏

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

山下　幸平 氏

第1講　丸山敏雄の生涯 大転換の時代ー岐路に立つー 後継者の覚悟と心構え 突然の継承 第1講　丸山敏雄の生涯

うるま市字安慶名488

5/21

宮瀬　知洋 氏 森山　克子 氏 星　真理 氏髙橋　秀臣 氏 万人幸福の栞を学ぶ 万人幸福の栞を学ぶ

マメに生きる。 やるべきことをやる
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｣～

子供達と向き合って～26年間の学
習塾運営でわかったこと～

小さな実践 実践力

万人幸福の栞を学ぶ 古後　信二 氏 又吉　健一 氏 万人幸福の栞を学ぶ 松尾ジュリエット吉子 氏 浦崎　淳 氏

5/20 5/21 5/21 5/21 5/22 5/22

第3条―運命自招― 偶然を見つけたら、追いかけてみる 出会いに感謝 第５条　-夫婦対鏡- うちな～んちゅとして実践してること 喋りの法則　その壱

5/13 5/14 5/14 5/14 5/15 5/15

平良　龍洸 氏 照屋　祐子 氏 崎濱　秀政 氏 宮内　秀樹 氏 幸喜　勇 氏

祝日ーこどもの日(振替)ー 書は心のおしゃれ 生涯現役のカギは元気な足作りから やんばる地域の福祉の動向 倫理経営の要諦 私が想ううるま市のビジョン

5/6 5/7 5/7 5/7 5/8 5/8

宜野湾市社会福祉センター

祝日ー即位の日ー 祝日ー即位の日ー

2019年5月度

月 火 水

5/1 5/1

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

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 ニュー三和西洲卸商業団地組合会館
沖縄県浦添市西洲2-6-6

作成日：2019/5/21

※玉城デニー氏

より講話変更に

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

OWS　代表 （一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所　法人局 (有)スキップヒューマンワーク 楽読沖縄安里スクール 西原自動車販売(株)

九州・沖縄方面　副方面長 九州・沖縄方面　副方面長 後継者倫理塾　塾長 楽読インストラクター 沖縄県倫理法人会　副幹事長

鹿児島県薩摩地区　地区長 足力サポートナース沖縄 城間クリニック 鹿児島県出水倫理法人会 丸貴（株）営業主任 嬉野が丘サマリヤ人病院

法人レクチャラー 院長 法人レクチャラー 沖縄県倫理法人会　研修副委員長 精神保健福祉士/社会福祉士

(株)藤田建築設計事務所 読谷村村長 （一社）倫理研究所 （株）ペンタグラマー　代表取締役/建築家 鹿児島県倫理法人会　副会長 （一社）倫理研究所　法人局

執行役員　沖縄事務所所長/1級建築士 特別研究員 浦添市倫理法人会　副会長 法人レクチャラー 法人スーパーバイザー

(株)ｏｋｉｃｏｍ ジーエルイー合同会社 埼玉県三郷市倫理法人会 有限会社　高蔵住宅 東京都渋谷区倫理法人会 兵庫県東播磨倫理法人会　会長

取締役　兼　新規事業企画部長 トーサイ不動産（株）　営業部長 代表取締役社長 専任幹事 法人レクチャラー

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

5/15 水曜日 5/22 水曜日 5/9 木曜日 5/16 木曜日 5/23 木曜日 5/24 金曜日

鹿児島県薩摩地区　地区長 （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所　法人局 鹿児島県出水倫理法人会 鹿児島県倫理法人会　副会長 （一社）倫理研究所　法人局

法人レクチャラー 特別研究員 九州・沖縄方面　副方面長 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

特別ナイトセミナー /19：00～20：00 倫理経営講演会 /18：30～20：30

5/24 金曜日

兵庫県東播磨倫理法人会　会長

法人レクチャラー

安里 明友美 氏 小林　創 氏 中川　伸一 氏小渡　晋治 氏 呉屋　由希乃 氏 ※後日連絡 中村　道明 氏

一日一生
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｣～

パート２

5/10

5/255/31

5/10 5/11

引き継ぐ覚悟
 ’本を忘れず’に思うこと

夢かぎりなく～人生進撃～ 苦難は気づきのいい機会
継続しか力にならない
～謝罪からの倫理～

玉代勢　秀人 氏 万人幸福の栞を学ぶ 池畠　泰光 氏

琉球の色彩を次の世代へ～琉球び
んがたにおけるイノベーションとは～

サンゴに優しい日焼け止めを作った話

5/31 5/315/30 5/30 5/30

活かしきる

工藤　直彦 氏古後　信二 氏石嶺　傳實 氏 田上　不折 氏

※後日連絡

西野　きく子 氏

沖縄県倫理会館

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

糸満工業団地会館宮古神社 ライフワーク樋川 ２階 とよみの杜２Fふれあいホール 石垣市健康福祉センター

明朗

中川　伸一 氏

活力朝礼のすすめ●5/9 　山田元子氏｢理想が現実になる速読体験｣

●5/16　普天間努氏｢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｣～パート1

●5/30　小林創氏[大転換の時代-岐路に立つ-

沖縄県宮古島市平良字西里5-1

第4講　倫理法人会憲章の制定

田上　不折 氏

沖縄県那覇市おもろまち4-14-15　まえだビル2F

普天間　努 氏

5/255/23 5/23 5/24

西野　きく子 氏 照屋　祐子 氏 ※後日連絡

5/24 5/24

偶然を見つけたら、追いかけてみる 第8条―明朗愛和―(前編) 心即太陽高校野球に恩返し
300回記念ＭＳ

｢知産地笑｣の村づくり
※後日連絡

5/16 5/16 5/16

生涯現役のカギは元気な足作りから ※後日連絡

無意識を味方に付けて
楽に夢を叶える

倫理経営の要諦 ※後日連絡 倫理経営の要諦

宮内　秀樹 氏 ※後日連絡 宮内　秀樹 氏 喜納　康光 氏 山田　元子 氏

5/9

※後日連絡

　　　　ちょん　よんそ

　　　鄭　容錫　氏

祝日ー国民の休日ー

5/45/2 5/2 5/2 5/3 5/3 5/3

祝日ーみどりの日ー祝日ー国民の休日ー ※後日連絡 祝日ー憲法記念日ー 祝日ー憲法記念日ー 祝日ー憲法記念日ー

2019年5月度 　�　モーニングセミナー　�
木 金

沖縄県浦添市西洲2-6-6

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

土

作成日：2019/5/21

5/9 5/9 5/10

出会いと繋がりに感謝顕界と幽界と脳科学 理想が現実になる速読体験

呉屋　克 氏

おもえば遠くへ来たもんだ

5/185/17 5/17 5/17

ストレスを吹き飛ばせ！
笑う門には福来る！

認知症の予防と理解、共生

5/23

島袋　顕 氏城間　清剛 氏 枦　壽一 氏

石垣市登野城1357番地1 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

負けてたまるか “感動･情熱･執念” 道はひとつ 大転換の時代ー岐路に立つー第1講　丸山敏雄の生涯

枦　壽一 氏 池畠　泰光 氏 工藤　直彦 氏

石垣市商工会館ホール、
石垣市健康福祉センター、市民会館会議

沖縄県豊見城市渡嘉敷140-1

宮内　秀樹 氏
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