
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

(株)ｏｋｉｃｏｍ 南部倫理法人会 嬉野が丘サマリア人病院

沖縄県倫理法人会　会長 役員新年報告 精神保健福祉士/社会福祉士

三神準倫理法人会　普及拡大委員長 ラジオパーソナリティー なんくる農場　農場主 合同会社　髙良広告 ケーキの店プール・ヴー 国立大学法人　琉球大学　理学部

法人レクチャラー 代表 普及拡大副委員長 教授（理学博士）

（一社）倫理研究所　法人局 サンパウロ倫理法人会 沖縄TAセンター　所長 （一社）倫理研究所　法人局 サンパウロ倫理法人会 （一社）倫理研究所　法人局 (一社）倫理研究所 法人局 参事

九州・沖縄方面担当研究員 幹事長 心理カウンセラー　人材･組織開発研究所所長 九州・沖縄方面担当研究員 幹事長 九州・沖縄方面担当研究員 法人アドバイザー

㈱BELLｚ沖縄支社 （一社）倫理研究所　 大分県中津市倫理法人会　相談役 ラジオパーソナリティー

普及拡大委員長 研究センター　次長 法人レクチャラー

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

1/20 日曜日 1/14 月曜日 1/28 月曜日 1/21 月曜日 1/22 火曜日 1/22 火曜日

（一社）倫理研究所 三神準倫理法人会　普及拡大委員長 （一社）倫理研究所　 （一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所 (一社）倫理研究所 法人局 参事

九州・沖縄方面担当研究員 法人レクチャラー 研究センター　次長 九州・沖縄方面担当研究員 九州・沖縄方面担当研究員 法人アドバイザー

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

1/28 月曜日 1/28 月曜日

香川県高松南倫理法人会 大分県中津市倫理法人会　相談役

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　�

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23講　終わりを慎む

万人幸福の栞を学ぶ

1/2

祝日三箇日

1/9

ストレスを吹き飛ばせ！
笑う門には福来る！

島袋　顕 氏

1/16

感謝する心

源河　光雄 氏

1/23

一貫の倫理

嶌本　真人 氏

1/30

当たり前のこと

星　真理 氏 万人幸福の栞を学ぶ 内田　智士 氏 角野　洋司 氏 万人幸福の栞を学ぶ くだか　まり 氏

1/28 1/29 1/29 1/29 1/30

岡村　建一 氏

第24講　信念を培う 後継者の覚悟と心構え 大転換の時代ー岐路に立つー 第24講　信念を培う

うるま市字安慶名488

物は生きている 第6条 -子女名優- 信頼力と協調力 これが良い喜べ 第8条　-明朗愛和（後編）-

第2講　倫理運動の原点

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 ユインチホテル南城 結婚式場日本ブライダルセンター（NBC)5F 名護市産業支援センター

嶌本　真人 氏 大石　秀一 氏 内田　智士 氏 嶌本　真人 氏

宜野湾市上原1-5-13 沖縄県南城市佐敷字新里1688 沖縄県沖縄市胡屋6-12-1 名護市大中1-19-2

嶌本　真人 氏

松熊　秀樹 氏

ハイ!!とYesがあって　Noはない。
私の生き方

自便の我ままが家庭に及ぼす

角野　洋司 氏

嶌本　真人 氏
CHRISTINA JUN　SUGO
（クリスチーナ 淳 須郷） 

氏
野原　弘 氏 嶌本　真人 氏

CHRISTINA JUN　SUGO
（クリスチーナ 淳 須郷） 

氏
岡村　建一 氏

視点を変える 希望を持って人生が変わった
激動の新しい年、今、求められている

リーダーは?
視点を変える 希望を持って人生が変わった 終始一貫

1/21 1/22 1/22 1/22 1/23 1/23

大石　秀一 氏 くだか　まり 氏 我喜屋　宗一 氏 髙良　圭一 氏 眞榮平　孝裕 氏

祝日-成人の日- やるべきことをやる 笑う門には福来る 夢は本当に叶うのか
勤労歓喜

～悩む仕事、決める仕事～
あげなから科学者に成るには？

1/14 1/15 1/15 1/15 1/16 1/16

会長・副会長
専任幹事・事務長

「苦難福門」～役を受けて、
自分が変わり、人が変わる～

実践報告と新年抱負 新年式 新年式 丸山理事長　年頭あいさつ 新年式

1/7 1/8 1/8 1/8 1/9 1/9

小渡　玠 氏

ラ・ポール　サロン

祝日三箇日 祝日三箇日 祝日三箇日 祝日三箇日 祝日三箇日

1/11/1

2019年1月度

月 火 水

1/1 1/2 1/2

宜野湾市上原1-5-13 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 ニュー三和浦添市社会福祉センター
沖縄県浦添市仲間1-10-7

作成日：2018/12/28

1/30

第7条　-疾病信号-

※平成３０年１２月でこれまでの会場

の「フェストーネ」が閉館の為、新しい

会場が見つかるまでの間は「カーブ

ス宜野湾上原」の２Ｆに変更致します。
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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

竹尾内装店  代表者

那覇東倫理法人会　副会長

(株)ｏｋｉｃｏｍ (株)照正組　代表取締役会長 浦添市長　 (株)ｏｋｉｃｏｍ (有)ニュー三和 （一社）倫理研究所

沖縄県倫理法人会　会長 県政策　参与 沖縄県倫理法人会　会長 沖縄県倫理法人会　幹事長 九州・沖縄方面担当研究員

宮古テレビ（株） (株)ｏｋｉｃｏｍ （株）東設計工房 ㈱BELLｚ沖縄支社　取締役 （株）ＰＭアシスト

沖縄県倫理法人会　広報委員長 沖縄県倫理法人会　会長 沖縄県倫理法人会　普及拡大委員長 浦西倫理法人会　専任幹事

（一社）倫理研究所 (一社）倫理研究所 法人局 参事 きゃん司法書士事務所 （一社）倫理研究所 家と心の空間アドバイザー （一社）倫理研究所　

法人局顧問 法人アドバイザー 朝礼副委員長 法人局顧問 Ａｙｕ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ 法人スーパーバイザー

沖縄ガス㈱ ㈲光大物産 （一社）倫理研究所　法人局 香川県倫理法人会 副会長 東京都新宿区倫理法人会　相談役

那覇市倫理法人会　副会長 代表取締役 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

大阪府後継者倫理塾 塾長

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 /18：30～20：30 倫理経営講演会 /18：00～20：00 倫理経営講演会 /18：00～20：00

1/23 水曜日 1/23 水曜日 1/30 水曜日 1/24 木曜日 1/29 火曜日 1/24 木曜日

（一社）倫理研究所 (一社）倫理研究所 法人局 参事 （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　

法人局顧問 法人アドバイザー 法人スーパーバイザー 法人局顧問 法人局顧問 法人スーパーバイザー

倫理経営講演会 /18：30～20：30 倫理経営講演会 /18：30～20：30 倫理経営講演会 /18：00～20：00 倫理経営講演会 /18：00～20：00

1/30 水曜日 1/24 木曜日 1/29 火曜日 1/24 木曜日

大阪府後継者倫理塾 塾長 香川県倫理法人会 副会長 宮崎県倫理法人会　幹事長 東京都新宿区倫理法人会　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 法人レクチャラー

新倉　かづこ 氏湧川　直明 氏 當山　浩 氏 土井　幸喜 氏 東原　寛二 氏

1/25 1/25

新年会員スピーチ 物は生きている

1/11

1/25

1/11 1/12

第5条　―夫婦対鏡―輝く会社、輝く社員
仕事効率が上がる
整理整頓のコツ

黒い羊と白い羊

万人幸福の栞を学ぶ東納　英一 氏

視点を変える朝から生市長－浦添のまちづくり－
「苦難福門」～役を受けて、
自分が変わり、人が変わる～

大転換に挑む

嶌本　真人 氏松本　哲治 氏

幸せへの4G、6K+1Kエネルギーの将来 継続は力なり ※後日お知らせ

東納　英一 氏 岡村　建一 氏 土井　幸喜 氏

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 沖縄県石垣市大川559

仕事と家族

第24講　信念を培う

沖縄県倫理会館

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

浦添市勢理客4-13-1

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大転換の時代ー岐路に立つー

長嶋　徹 氏 小山　秀一 氏東納　英一 氏

第25講　自他共尊の生き方 大転換の時代ー岐路に立つー

新倉　かづこ 氏東原　寛二 氏

２つの誕生日
女性性と男性性

～幸せを感じる生き方～

鈴木　昭彦 氏

楽あれば苦あり、苦あれば倫理あり!

長友　尚志 氏

アートホテル石垣島2F嘉手納町商工会館 中ホール ホテルアトールエメラルド宮古島 浦添市産業振興センター　結の街 おもと　とよみの杜

心境向上 終始一貫 ※後日お知らせ

岡村　建一 氏 喜屋武 力 氏

1/24

新城　桂子 氏浦崎　淳 氏 万人幸福の栞を学ぶ 小渡　玠 氏 山城　東雄 氏 星　真理 氏

1/261/24 1/24 1/25

喋りの法則　その弐

1/191/17 1/17 1/17 1/18 1/18 1/18

働き方改革と業務改善第17条―人生神劇―
「苦難福門」～役を受けて、
自分が変わり、人が変わる～

沖縄の瓦はなぜ赤いのか

「苦難福門」～役を受けて、
自分が変わり、人が変わる～

新しい「つながり」の時代へ ※後日お知らせ

照屋　義実 氏 ※後日お知らせ 小渡　玠氏 仲村　靖　氏

1/10

会員スピーチ

小渡　玠 氏

祝日三箇日

1/51/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/4

新年会祝日三箇日 祝日三箇日 初歌 正月休み 新年の挨拶

名城　幸男 氏

2019年1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　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

西洲商業団地組合会館 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：2018/12/28

1/10 1/10 1/11

鈴木　昭彦 氏

1/31

七つの原理を活かす

1/31 1/31 1/31

モーニングセミナーは
生きたライブ

東納　英一 氏 もりかど　あゆみ 氏 小山　秀一 氏

1/25
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