
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

国際コンサルティング協会 国際コンサルティング協会 人財共育(株)　 沖縄銀行 国際コンサルティング協会 日本人事（株） 有明佐賀倫理法人会

一般社団法人国際総合スポーツ機構 一般社団法人国際総合スポーツ機構 プロセスマネジメント大学　沖縄校　校長 個人企画管理グループ　調査役 一般社団法人国際総合スポーツ機構 代表取締役社長 法人レクチャラー

オープンハートの会 会長 大琉球魂探求家 オープンハートの会 会長 フラメンコ舞踊家

世界一幸せな歌う講演家 作詞作曲家・クラリネット奏者 世界一幸せな歌う講演家

福岡県倫理法人会 （一社）倫理研究所　法人局 (株)いずみ 熊本県玉名倫理法人会 一社）日本クリプトコイン協会 足力サポートナース沖縄

法人スーパーバイザー 法人スーパーバイザー 宮古島倫理法人会　会長 法人レクチャラー 公認暗号通貨技能インストラクター

(有)ニュー三和　代表取締役 （株）感謝　代表取締役 （株）ＰＭアシスト　業務改善アドバイザー （一社）倫理研究所　法人局 NPO保育すけっとin那覇代表 (株)ｏｋｉｃｏｍ

沖縄県倫理法人会　幹事長 （一社）日本教育研究協会　理事長 浦西倫理法人会　専任幹事 法人スーパーバイザー NPOにじのはしファンド代表 取締役　兼　新規事業企画部長

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

2/26 火曜日 2/18 月曜日 2/18 月曜日 2/25 月曜日 2/19 火曜日 2/5 火曜日

（一社）倫理研究所　法人局 福岡県倫理法人会 （一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所　法人局 熊本県玉名倫理法人会 有明佐賀倫理法人会

法人スーパーバイザー 法人スーパーバイザー 法人スーパーバイザー 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

倫理経営講演会 /18：30～20：30

2/26 火曜日

福岡県倫理法人会　幹事長

法人レクチャラー

�　モーニングセミナー　�

万人幸福の栞を学ぶ

2/6

人生経営を変える
質問型コミュニケーション

當山　達男 氏

2/13

ほっこり笑顔でワンファミリー

古市　佳央 氏

2/20

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～

砂川　惠一郎 氏

2/27

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

仲村　靖 氏 佐藤　民子 氏 新城　桂子 氏

2/25 2/26 2/26 2/26 2/27

苦難に学ぶ

古賀　伸忠 氏

うるま市字安慶名488宜野湾市大山7-10-27 南城市玉城仲村渠1258-1 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

子供達に日本という国の素晴らしさを
伝える｢あすか会式読書指導｣

働き方改革と業務改善 倫理の学びと実践 自分が動けば、周りも動く

素直な心で運をつかむ

健康福祉センター うるみん

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

宜野湾マリン支援センター (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） 名護市産業支援センター 沖縄県倫理会館

緒方　一義 氏 大津　正和 氏 土井　幸喜 氏 天野　純一 氏 大城戸　ますみ 氏

大転換の時代ー岐路に立つー 第24講　信念を培う 第23講　終わりを慎む 第25講　自他共尊の生き方 見えない世界とつながる

坂本　靖男 氏

全てを受け入れる

万人幸福の栞を学ぶ

天野　純一 氏 糸数　未希 氏 小渡　晉治 氏

万人幸福の栞を学ぶ 大津　正和 氏 土井　幸喜 氏 坂口　順子 氏 大城戸　ますみ 氏 照屋　祐子 氏

幸せ 信ずれば成り 信成万事　信じるとは
生涯現役のカギは
元気な足作りから

2/18 2/19 2/19 2/19 2/20 2/20

第１７条　ー人生神劇ー 活力朝礼は繁栄の源

古市　佳央 氏 大城　政明 氏 万人幸福の栞を学ぶ 知念　なるみ 氏

祝日ー建国記念日ー 第７条　-疾病信号- ほっこり笑顔で ワンファミリー 大琉球と進貢船 第９条　-破約失福-
フラメンコとわたし 

(ひとつの事で成長する事)

2/11 2/12 2/12 2/12 2/13 2/13

中谷　昌文 氏 中谷　昌文 氏 知念　太郎 氏 島袋　由香 氏 中谷　昌文 氏 古賀　伸忠 氏

人生は555ゴーゴーゴー
～朝6時から始まる倫理～

「活力朝礼が､経営者と社員の一日の実践
スタート」～本気でやれば全てが変わる～

G-PDCAを回し続けて実績を創る!～プロセ
スマネジメントによるG-PDCAの回し方～ 多くの実践と成功

｢30年の倫理法人会で得たもの｣
～日本型経営の倫理が結果を創る～

倫理で人生を面白く

2/4 2/5 2/5 2/5 2/6 2/6

2019年2月度

月 火 水

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 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：2019/1/29

2/27

第11条―万物生々―

※２月よりﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰの会場

が【宜野湾市社会福祉センター】

へ変更となりました。

様式113_2018.09



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)元気 一社）日本クリプトコイン協会 翁長塾　塾長

代表取締役 公認暗号通貨技能インストラクター 八重山倫理法人会　監査

税理士事務所ニライ 嬉野が丘サマリヤ人病院 国際コンサルティング協会 ケーキの店プール・ヴー (有)さきやま 国際コンサルティング協会

国際ボディランゲージコーチ/税理士 精神保健福祉士/社会福祉士 一般社団法人国際総合スポーツ機構 普及拡大副委員長 八重山倫理法人会　相談役 一般社団法人国際総合スポーツ機構

合同会社Connect and Feel オープンハートの会 会長 オープンハートの会 会長 （一社）倫理研究所　法人局 おみやげ本舗 なかそね家 家と心の空間アドバイザー

代表 世界一幸せな歌う講演家 世界一幸せな歌う講演家 九州・沖縄方面　方面長 八重山倫理法人会　相談役 Ａｙｕ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ

（一社）倫理研究所　理事 (有)リサイクルセンター沖縄 熊本県菊池合志倫理法人会 熊本県熊本市倫理法人会 マダムＲＥＩＫＯ （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所

研修室　室長 代表取締役 法人レクチャラー 法人レクチャラー 浦添市倫理法人会　副事務長 法人局顧問 法人局顧問

リードライト株式会社 （一社）倫理研究所　参事 ケーキの店プール・ヴー

アゲナ式手帳術　イントレ速読講師 法人アドバイザー 普及拡大副委員長

（一社）倫理研究所　法人局参事

法人レクチャラー

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

2/20 水曜日 2/27 水曜日 2/20 水曜日 2/21 木曜日 2/14 木曜日 2/21 木曜日 2/22 金曜日

（一社）倫理研究所　理事 （一社）倫理研究所　参事 熊本県菊池合志倫理法人会 熊本県熊本市倫理法人会 （一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所

研修室　室長 法人アドバイザー 法人レクチャラー 法人レクチャラー 九州・沖縄方面　方面長 法人局顧問 法人局顧問

倫理経営講演会 /18：00～20：00 オリエンテーション /　　　　～ 特別セミナー /19：00～21：00

2/20 水曜日 2/27 水曜日 2/28 木曜日

（一社）倫理研究所　法人局参事 ケーキの店プール・ヴー 城間びんがた工房　16代目

法人レクチャラー 普及拡大副委員長 浦西倫理法人会　会長

※特別セミナー会場は【ホテルミヤヒラ】です

安慶名　勇子 氏 浅井　美行 氏 源河　光雄 氏

出会いが人生を変える

2/22 2/22

実践力 ※後日お知らせ

2/8 2/8 2/9

もう誰にも遠慮しない！
夢を仕留める手帳術

倫理経営は足下の実践 ※後日お知らせ

2/21

中西　康成 氏 浅井　美行 氏

沖縄県那覇市古島1-15-11 読谷村喜名2346-11 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 沖縄県石垣市登野城２－７０

新入会員オリエンテーション

大転換の時代ー岐路に立つー

マリエールオークパイン

☆彡　ナイトセミナー　☆彡

沖縄県糸満市西崎5-8-4那覇市樋川1-5-36　ライフワーク樋川３階

第1講　丸山敏雄の生涯 第25講　自他共尊の生き方 第23講　終わりを慎む生かされている事に感謝

森本　宏 氏 東納　英一 氏 東納　英一 氏島尻　順子 氏

大転換の時代ー岐路に立つー そこそこやるか！そこまでやるか？

正源司　渡 氏

城間　栄市 氏

倫理と事業継承

源河　光雄 氏

老いの品格

藤麻　功 氏

大濱信泉記念館 糸満工業団地会館読谷村地域振興センター大会議室 宮古神社 ライフワーク樋川3階(1階にコザ信金開南支店)　　 とよみの杜２Fふれあいホール

心境向上なぜ　純粋倫理を学ぶのか 家族 あなたのおかげでこんなに・・・！ 倫理に出逢って 点、点、そして点を繋げる 心境向上

東納　英一 氏玉城　栄 氏 正源司　渡 氏 島尻　順子 氏

古市　佳央 氏 ※後日お知らせ 古市　佳央 氏 森本　宏 氏 仲宗根　政司 氏

2/232/21 2/21 2/222/21

高い成果を出し続ける
自走型組織の作り方

2/162/14 2/14 2/14 2/15 2/15 2/15

ほっこり笑顔でワンファミリー ※後日お知らせ ほっこり笑顔でワンファミリー

吉元　哲兵 氏

及川　始乃 氏

｢愛と勇気と情熱の命のランドセル｣～
全員経営で、社会に貢献する～

幸せ経営の為の
ボディーランゲージ理論

ストレスを吹き飛ばせ!
笑う門には福来る!

第9条　-破約失福-
｢後始末の実践で、あり得ない運命｣

～世のため、人のため、幸せな神の演劇～ 職人経営者の実践 ※後日お知らせ

中谷　昌文 氏島袋　顕 氏 万人幸福の栞を学ぶ 中谷　昌文 氏 源河　光雄 氏 崎山　用正 氏

2/7

翁長　盛光 氏

2/22/1 2/1 2/1

第６条　-子女名優-今、自分にできる社会貢献
暗号通貨から暗号資産へ

 ～本質って何だろう～
※後日お知らせ

瀬底　明 氏 砂川　惠一郎 氏

1900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(1階にコザ信金開南支店)　 とよみの杜２Fふれあいホール アートホテル石垣島2F

万人幸福の栞を学ぶ

もりかど　あゆみ 氏

仕事効率が上がる
整理整頓のコツ

土

作成日：2019/1/29

2/7 2/7 2/8

藤麻　功 氏

2/28 2/28 2/28

中西　康成 氏 屋良　玲子 氏 東納　英一 氏
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