
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

㈱ウタ・Laboレーション　空間環境デザイナー 家と心の空間アドバイザー ㈱ウタ・Laboレーション　空間環境デザイナー 松尾薬品産業株式会社　沖縄支店 那覇市議会議員 ㈱ウタ・Laboレーション　空間環境デザイナー 組踊熱烈ファン

法人レクチャラー Ａｙｕ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ 法人レクチャラー ＳＡＲＯＮ ＧＯＬＲ 法人レクチャラー

(有)スキップヒューマンワーク 元QABアナウンサー・終活カウンセラー (有)メディアーレ　代表取締役 ㈱前田産業　 長崎県倫理法人会　会長 嬉野が丘サマリア人病院睡眠外来 （一社）倫理研究所　法人局

後継者倫理塾　塾長 代表取締役社長 法人レクチャラー 日本睡眠学会認定技師 法人スーパーバイザー

ラジオパーソナリティー
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
福岡県北九州みやこ倫理法人会 （一社）倫理研究所　法人局 茶室　松栄庵 （一社）倫理研究所　法人局

南部倫理法人会　監査 法人レクチャラー 九州・沖縄方面　方面長 九州・沖縄方面　方面長

合同会社　暮らしかたらぼ (有)スキップヒューマンワーク Coaching Labo SHIORI 福岡県倫理法人会　会長 一般社団法人　絵本メンタリング協会

暮らし方のラボラトリー 後継者倫理塾　塾長 ビジネスコーチ・エグゼクティブコーチ 法人レクチャラー ＥＱ絵本認定講師®

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

福岡県北九州みやこ倫理法人会 （一社）倫理研究所　法人局 長崎県倫理法人会　会長 （一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所　法人局

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

沖縄県うるま市字仲嶺187番地

共感力

歌原　由佳 氏

12/12

眠り上手になる為に

高良　史司 氏

12/19

実践力

森本　宏 氏

12/26

‟信念„
（人に勧めることが信念をつくる）

中尾　達弥 氏

第1講　丸山敏雄の生涯

うるま市生涯学習･文化振興センターゆらてく

☆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

おいしさで笑顔を創る（志を貫く） 第23講　終わりを慎む 人の喜び、我が喜び

12/31

沖縄県那覇市おもろまち4-14-15　前田ビル2F

12/17 12/17 12/11 12/18 12/11

土井　幸喜 氏越野　修司 氏 森本　宏 氏 古里　久則 氏

※変更になりました※ 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

沖縄県倫理会館

万人幸福の栞を学ぶ 根原　典枝 氏 喜納　康光 氏 宮里　由布子 氏 山城　直子 氏

祝日-天皇誕生日(振替)- 第5条　-夫婦対鏡- 今なぜ5Sなのか 顕界と幽界と脳科学
戦国時代の武将達が実践していたお茶
室で学ぶ至極のコミュニケーション術

絵本と子育て

12/24 12/25 12/25 12/25 12/26 12/26

くだか　まり 氏 砂川　惠一郎 氏 越野　修司 氏 森本　宏 氏 中村　ヨリコ 氏 上原　みどり 氏

当たり前は大切なこと 仮想通貨の本質から学ぶ現実と未来
夢は力、信は力 

とことんやれば必ず出来る
実践力 お茶と私 心の鏡

12/17 12/18 12/18 12/18 12/19 12/19

喜納　康光 氏 榊田　えみ 氏 サファイア玲子 氏 前田　裕子 氏 古里　久則 氏 土井　幸喜 氏

歌原　由佳 氏 もりかど　あゆみ 氏 歌原　由佳 氏 松尾　はつよ 氏 大山　孝夫 氏

☆１５周年記念ＭＳ☆
　顕界と幽界と脳科学

終活っていくつからやるべき？
百周年を迎えた宝塚歌劇のルーツ
★阪急電鉄創始者小林一三翁

やんばるの観光について 笑顔人間に不幸無し 望み

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

カルチャーリゾートフェストーネ

よしこおばぁ 氏

受け取り力 仕事効率が上がる整理整頓のコツ 安心して生きる 沖縄から学んだカラダの仕組み
元自衛官が見る

沖縄の自然災害と防衛
沖縄を支えた琉球芸能　入門編

12/4

2018年12月度

月 火 水

12/4 12/5 12/5

沖縄県宜野湾市真志喜3-28-1 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沖縄県浦添市仲間1-10-7

12/5

作成日：2018/12/13

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

�　モーニングセミナー　�

12/4

第22講　働きの原動力

特定非営利活動法人
　リトミック研究センター
沖縄第一支局 支局長

森本　宏 氏

※会場使用不可の為
中止となりました。

12/3
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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

(有)翁長電気工事

中部倫理法人会　会長

ヨーガ・シャンティ　代表 （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所 イカリ消毒沖縄㈱ プロビーチサッカー選手

アーユルヴェーダセラピスト 九州・沖縄方面　副方面長 九州・沖縄方面　副方面長 南部倫理法人会　専任幹事

福岡県北九州東地区　地区長 （株）ＰＭアシスト　業務改善アドバイザー (有)真成建設 ケーキの店プール・ヴー （一社）倫理研究所 糸満市消防本部消防長

法人レクチャラー 浦西倫理法人会　専任幹事 南部倫理法人会　副会長 豊見城市倫理法人会 法人スーパーバイザー

(株)　OKINAWA J-Adviser 福岡県福岡中央地区地区長 福岡県太宰府　相談役 人財共育(株)　 ヨガデザイナー 福岡県太宰府　相談役 福岡県豊前市倫理法人会

法人レクチャラー 法人レクチャラー プロセスマネジメント大学　沖縄校　校長 法人レクチャラー 法人レクチャラー

（株）ジムキ文明堂 ラジオパーソナリティー (有)スキップヒューマンワーク コミュニケーション

法人スーパーバイザー 後継者倫理塾　塾長 スキルアップトレーナー

イカリ消毒沖縄㈱

南部倫理法人会　専任幹事

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

福岡県北九州東地区　地区長 福岡県福岡中央地区地区長 （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所 福岡県豊前市倫理法人会

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 九州・沖縄方面　副方面長 法人スーパーバイザー 法人レクチャラー

経営者の集い /19:00～20:00

福岡県太宰府　相談役

法人レクチャラー

12/28 12/28

心と身体を整えて、
人生を豊かにするツール

子は親の心を実演する名優である

石垣市健康福祉センターにて
『新入会員オリエンテーション』

万人幸福の栞を学ぶ 会員スピーチ

12/6　/13:00～15:00

12/5

倫理と経営

沖縄県倫理会館

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

12/6 12/13 12/21

仲本 明 氏

沖縄県糸満市西崎5-8-4

12/12 12/19

幾田　誠泰 氏 永杉　貴司 氏 宮内　秀樹 氏

第26講　人生の主役として生きる 第24講　信念を培う 孫からのおくりものすなおな心 第2講　倫理運動の原点

花野井　勝浩 氏 三田敏和 氏

吉松　泰子 氏

苦難は幸福の門

宮内　秀樹 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
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 沖縄県宮古島市平良字西里5-1 沖縄県豊見城市渡嘉敷140-1 石垣市登野城１３５７番地１

糸満工業団地会館嘉手納町商工会館 中ホール 宮古神社

開催無し　-年末年始の為-歌あり・笑いあり・踊りあり 当たり前のこと 後日連絡 スピーチの力をアップするコツ 第6条 -子女名優-
今年の実践報告～

2018年倫理体験報告会～

くだか　まり 氏 喜納　康光 氏 しもじ　のりこ 氏石川　元章 氏

12/27

三田敏和 氏髙山　征嗣 氏 永杉　貴司 氏 吉松　泰子 氏 知念　太郎 氏 玉城　類 氏 吉松　泰子 氏

12/2912/27 12/27 12/28

TOKYO PRO Marketを活用したロー
カルファースト型上場モデル

12/2212/20 12/20 12/20 12/21 12/21 12/21

天に貯金を恩意識
｢苦難は幸福の門｣　「子は親の心を

実演する名優である｣

｢G-PDCAを回し続けて業績を創る！｣～プ
ロセスマネジメントによるG-PDCAの回し方

～

幾田　誠泰 氏

沖縄の消防と防災について倫理と出会って感謝を知る 働き方改革と業務改善 第9条　-破約失福- 失敗から学んだこと 感謝する心 新世の発見

賀数　淳 氏新城　桂子 氏 万人幸福の栞を学ぶ 神谷　良子 氏

12/14 12/14 12/14

源河 光雄 氏 花野井　勝浩 氏

12/13

坂上恭子(Cathy) 氏 万人幸福の栞を学ぶ 宮内　秀樹 氏

12/13 12/13

会社経営とアーユルヴェーダ

12/812/6 12/6 12/6 12/7 12/7 12/7

短期間で結果を勝ち取る為には ～
私が大切にしてきた「本音力」経営～

第16条　―尊己及人― 足下の実践を磨く バリバリ87歳、観光バスと我が人生

2018年12月度 　�　モーニングセミナー　�
木 金

沖縄県浦添市西洲2-6-6

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：2018/12/13

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　ライフワーク樋川３階 沖縄県豊見城市渡嘉敷140-1 沖縄県石垣市大川559

一志昇　龍輝 氏仲本 明 氏

12/15

12/20

足下の実践を磨く
後継者倫理塾を終えての 事業承

継

翁長　秀樹 氏

12/1

出会い

大城　孝心 氏 宮内　秀樹 氏

※１２月よりＭＳ・ＮＳ会場

を【ライフワーク樋川】へ

変更しました。
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