
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 浦西 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

オリジン・コーポレーション 有限会社がんばれ社長 （株）エフアンドコム 説法・漫談・民謡ライブまさかやぁ～ 大琉球魂探求家 マダムＲＥＩＫＯ　代表 松尾薬品産業株式会社　沖縄支店

マネージャー 経営コンサルタント 中小企業コンサルティング事業本部 代表 作詞作曲家・クラリネット奏者 浦添市倫理法人会　副事務長 ＳＡＲＯＮ ＧＯＬＲ

キャリアアップ支援 家と心の空間アドバイザー 宮古テレビ（株） （株）ジムキ文明堂 0 0

　㈱オリーブグリーン Ａｙｕ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ 沖縄県倫理法人会　広報委員長 法人スーパーバイザー 0 0

人財コンサルタント 0 (株)ｏｋｉｃｏｍ 0 0 0 ハーモニー音楽教室　代表

表情＆笑顔コンサルタント 0 沖縄県倫理法人会　会長 0 0 0 0

0 (有)ニュー三和　代表取締役 おきなわマネジメント（株） 大分県倫理法人会 (株)ｏｋｉｃｏｍ おきなわマネジメント（株） （一社）倫理研究所　法人局

0 沖縄県倫理法人会　幹事長 代表取締役社長 法人アドバイザー 沖縄県倫理法人会　会長 那覇市倫理法人会　事務長 法人スーパーバイザー

（一社）倫理研究所　法人局 沖縄ガス㈱　常務取締役 0 那覇市議会議員 （一社）倫理研究所　法人局 イカリ消毒沖縄㈱ 業務改善アドバイザー

法人スーパーバイザー 那覇市倫理法人会　副会長 0 0 法人スーパーバイザー 南部倫理法人会　専任幹事 浦西倫理法人会　専任幹事

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 倫理経営基礎講座 /18:30～19:30

10/28 日曜日 10/22 月曜日 10/29 月曜日 10/23 火曜日

（一社）倫理研究所　法人局 #N/A #N/A 大分県倫理法人会 （一社）倫理研究所　法人局 #N/A （一社）倫理研究所　法人局

法人スーパーバイザー #N/A #N/A 法人アドバイザー 法人スーパーバイザー #N/A 法人スーパーバイザー

月 火 水

作成日：2018/9/20　�　モーニングセミナー　�

 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

2018年10月度

10/2 10/3 10/3

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

ダメな人材などいない
経営者におくるガツーンとくる

「五冊の本」
本当はこうだったのか

働き方改革
民謡から学ぶ昔言葉(んかしくとば)

沖縄民権運動の父
謝花昇

再起をかけて 沖縄から学んだカラダの仕組み

10/1 10/2 10/2 10/2

永田　健作氏 武沢　信行氏 絈　克善氏 安里　賢次氏 大城　政明氏 屋良　玲子氏 松尾　はつよ氏

喋りの法則 変わらなければ続かない 逆転の発想×英語×幻のダンス 第5条 -夫婦対鏡-

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

後日連絡 山本　京子氏 森門　鮎美氏 浦崎　淳氏 石川　元章氏 古波蔵　勇氏 万人幸福の栞を学ぶ

祝日-体育の日- 経営者の為の怒りコントロール 運を呼び込むお片付け

10/15 10/16 10/16 10/16 10/16 10/17 10/17

秋尾　由美子氏 万人幸福の栞を学ぶ 小渡　玠氏 万人幸福の栞を学ぶ 万人幸福の栞を学ぶ 万人幸福の栞を学ぶ 宮城　梢氏

人育てコミュニケーション力 第16条 -尊己及人- 新年度に向けて 第12条 -捨我得全- 第2条 -苦難福門- 第7条 -疾病信号- 私の生き方

新年度に向けて決意表明 ２０代で学ぶべき倫理の実践 倫理と学びと実践

10/22 10/23 10/23 10/23 10/23 10/24 10/24

万人幸福の栞を学ぶ 仲村　靖氏 田原　一樹氏 加藤　公利氏 小渡　玠氏 玉城　拓巳氏 天野　純一氏

第15条 -信成万事(後編)- 純粋倫理はおもしろい
２０代で学んでおくべき

倫理実践
近い

西森　義信氏 湧川　直明氏 万人幸福の栞を学ぶ 大山　孝夫氏 西森　義信氏 仲本 明氏

倫理経営の根っ子
エネルギーの自由化を

むかえて
第3条 -運命自招-

沖縄に自然災害が起きた時の
対策と準備

倫理経営の根っ子
後継者倫理塾を終えての

事業承継

10/31

#N/A #N/A 沖縄市室川2-6-7 名護市大中1-19-2 #N/A

 健康福祉センターうるみん

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

ラ・ポール　サロン #N/A #N/A ㈱中部鋼材　会議室 名護市産業支援センター #N/A

#N/A

第25講　自他共尊の生き方第23講　終わりを慎む 0 0 第22講　働きの原動力 第22講　働きの原動力 0

うるま市字安慶名488宜野湾市上原1-5-13

天野　純一 氏西森　義信 氏 #N/A #N/A 加藤　公利 氏 西森　義信 氏

10/29 10/30 10/30 10/30 10/30 10/31

働き方改革と業務改善

新城　桂子氏

様式113_2018.09

hp02
テキストボックス
PTA活動をしていたら倫理と出会いました

hp02
テキストボックス
玉鐵建設(株)専務取締役

hp02
テキストボックス
玉城　賢二 氏

hp02
テキストボックス
越来公民館　研修室沖縄市越来2丁目18-1



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

（一社）倫理研究所　法人局 合同会社　Ｈａｐｐｙ　Ｊｏｙ 千葉県倫理法人会 0 イーストホームタウン沖縄 (有)リサイクルセンター沖縄

顧問 代表 法人アドバイザー 0 ヨガデザイナー 代表取締役

家と心の空間アドバイザー オープンハートの会会長 福秀勝税理士事務所　所長 0 イーストホームタウン沖縄

Ａｙｕ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ 世界一幸せな講演家 税理士 0 ヨガデザイナー

ＴＳＵＮＡＧＵ　ＯＫＩＮＡＷＡ　 0 (有)スキップヒューマンワーク 笑顔になれるキャラ弁教室　主宰 （一社）倫理研究所 (株)ｏｋｉｃｏｍ

代表 0 後継者倫理塾　塾長 食育インストクター 九州・沖縄副方面長 沖縄県倫理法人会　会長

0 (一社）倫理研究所 （株）ジムキ文明堂 ラジオパーソナリティー 0

0 法人アドバイザー 法人スーパーバイザー 0 0

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

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 /19:00～20:00

10/3 水曜日 10/24 水曜日 10/3 水曜日 10/18 木曜日

（一社）倫理研究所　法人局 (一社）倫理研究所 千葉県倫理法人会 #N/A #N/A （一社）倫理研究所 #N/A

顧問 法人アドバイザー 法人アドバイザー #N/A #N/A 九州・沖縄副方面長 #N/A

　�　モーニングセミナー　�
木 金 土

作成日：2018/9/202018年10月度

沖縄県浦添市西洲2-6-6

 糸満工業団地会館 西洲卸商業団地組合会館 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

10/610/4 10/4 10/4 10/5 10/5 10/5

「家族」
パフォーマンスを発揮する

３つのコツ
白いカラスと隣の女房

バリバリ87歳､
観光バスと我が人生

心と身体を整えて､
人生を豊かにするツール

後日連絡

10/12

倫理と経営～倫理は我が社の羅針盤～
(使用前･使用中･使用後)

10/11

玉城　栄氏長橋　護氏 幸喜　穂乃氏 藤本　定明氏 大城　孝心氏 玉城　類氏 後日連絡

10/1310/11 10/11 10/12 10/12

森門　鮎美氏

呼吸で整う心と身体と人生運を呼び込むお片付け ワンファミリー 後日連絡
税理士人生46年
とっておきの話

第5条 -夫婦対鏡- 後日連絡

玉城　類氏古市　佳央氏 後日連絡 福　秀勝氏 万人幸福の栞を学ぶ 後日連絡

後日連絡 顕界と幽界と脳科学
笑顔になるキャラ弁と広告で

楽しい未来づくり
足下の実践を磨く後日連絡

10/2010/18 10/18 10/18 10/19 10/19 10/19

新年度に向けて
明るく･楽しく･繋がる

第15条 -信成万事(前編)-

10/25

小渡　玠氏畑井　モト子氏 万人幸福の栞を学ぶ 後日連絡 喜納　康光氏 島袋　一恵氏 宮内　秀樹氏

10/2710/25 10/25 10/26 10/26 10/26

第4条 -万象我師-第14条 -心即太陽- 蛍雪の功、空しからず 後日連絡 変わらなければ続かない 当たり前は大切なこと 後日連絡

万人幸福の栞を学ぶ長野　俊臣氏 後日連絡 石川　元章氏 くだか　まり氏 後日連絡万人幸福の栞を学ぶ

単会が違います単会が違います 単会が違います 単会が違います 単会が違います 単会が違います 単会が違います

#N/A 石垣市健康福祉センター２階会議室 #N/A 嘉手納町商工会館中ホール 元気生活（株） #N/A沖縄県倫理会館

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

第23講　終わりを慎む

#N/A 石垣市登野城１３５７番地１ #N/A沖縄県那覇市おもろまち4-14-15　前田ビル2F 沖縄県嘉手納町嘉手納259 宮古島市平良字西里880-3 #N/A

0 第22講　働きの原動力 0第24講　信念を培う 第26講　人生の主役として生きる 0

#N/A 宮内　秀樹 氏 #N/A長橋　護 氏 長野　俊臣 氏 藤本　定明 氏 #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A#N/A #N/A

様式113_2018.09

hp02
テキストボックス
沖縄県の犬猫を取り巻く現状、課題と取り組み

hp02
テキストボックス
第3条―運命自招―

hp02
テキストボックス
(一社)倫理研究所法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ

hp02
テキストボックス
(一社)倫理研究所法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ

hp02
テキストボックス
長野　正治 氏

hp02
テキストボックス
長野　正治 氏

hp02
テキストボックス
後日連絡




