
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

西原自動車販売(株) ケーキの店プール・ヴー 代表者 （一社）倫理研究所　法人局参事 （株）ペンタグラマー　代表取締役/建築家 ジーエルイー合同会社 家と心の空間アドバイザー

沖縄県倫理法人会　副幹事長 沖縄県倫理法人会 普及拡大副委員長 法人アドバイザー 浦添市倫理法人会　副会長 代表 Ａｙｕ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ

（一社）倫理研究所　法人局 城間びんがた工房　16代目 （一社）倫理研究所　法人局 大琉球魂探求家(たましいたんきゅうか) ㈱トータルケア結 熊本県県北東地区 地区長 （一社）倫理研究所　法人局参事

九州・沖縄方面担当研究員 浦西倫理法人会　会長 法人スーパーバイザー 作詞作曲家・クラリネット奏者 糸満市倫理法人会　幹事 法人レクチャラー 法人アドバイザー

フリーアナウンサー・童謡のかたり部 鹿児島県鹿児島南倫理法人会　会長 オープンハートの会 会長 (有)スキップヒューマンワーク 大分県宇佐市倫理法人会　相談役 ㈲オフィス・フォーハウト 福岡県豊前市倫理法人会　専任幹事

(有)プロジェクトZenko 代表取締役 法人レクチャラー 世界一幸せな歌う講演家 後継者倫理塾　塾長 法人レクチャラー 一般社団法人マザー・ニア 法人レクチャラー

(株)幸健ホーム　代表取締役 (有)ニュー三和　代表取締役 レインボーハートプロジェクトokinawa ソニー生命㈱ ライフプランナー

那覇東倫理法人会　副専任幹事 沖縄県倫理法人会　幹事長 代表 南部倫理法人会 事務長

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 /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 経営者の集い /18:30～19:30

6/9 日曜日 6/17 月曜日 6/10 月曜日 6/3 月曜日 6/18 火曜日 6/11 火曜日 6/18 火曜日

（一社）倫理研究所　法人局 鹿児島県鹿児島南倫理法人会　会長 （一社）倫理研究所　法人局 （一社）倫理研究所　法人局参事 大分県宇佐市倫理法人会　相談役 熊本県県北東地区 地区長 福岡県豊前市倫理法人会　専任幹事

九州・沖縄方面担当研究員 法人レクチャラー 法人スーパーバイザー 法人アドバイザー 法人レクチャラー 法人レクチャラー 法人レクチャラー

作成日：2019/6/14

6/26

笑顔の力　よかった～ありがとう♪

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 総合宴会場　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

2019年6月度

月 火 水

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

宜野湾市社会福祉センター

第4条　-万象我師- 出会いと繋がりに感謝 職人経営者の実践 家族の絆が商売繁盛 偶然を見つけたら、追いかけてみる 仕事効率が上がる整理整頓のコツ

6/3 6/4 6/4 6/4 6/5 6/5

万人幸福の栞を学ぶ 呉屋　克 氏 源河　光雄 氏 三上　忠男 氏 古後　信二 氏 もりかど　あゆみ 氏

信念を培う 倫理と家業継承 熊本地震と倫理
カラオケ作詞作曲

5034-96めんそーれ沖縄
4363-68沖縄人ぬ肝心

渡慶次正人と倫理と仕事と 全一統体の法則

6/10 6/11 6/11 6/11 6/12 6/12

6/17 6/18 6/18 6/18 6/19 6/19

嶌本　真人 氏 城間　栄市 氏 緒方　一義 氏 大城　政明 氏 渡慶次　正人 氏 比嘉　八重子 氏

いらみな　ぜんこ 氏 園山　宗光 氏 古市　佳央 氏 喜納　康光 氏 山田　芳正 氏 大木　孝吉 氏

童謡は優しさの文化です
～信成万事～

レストランの新店舗立ち上げ
ほっこり笑顔でワンファミリー 幸せの法則 倫理実践（商売繁盛） 心に残る魂の倫理指導

嶌本　真人 氏 園山　宗光 氏 緒方　一義 氏 三上　忠男 氏 山田　芳正 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 沖縄市越来2丁目18-1 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

吉田　秋正 氏

人生楽有りゃ 苦も有るさ！

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

サンフティーマ 2階 ユインチホテル南城 越来公民館　研修室 名護市産業支援センター 沖縄県倫理会館

6/24 6/25 6/25 6/25 6/26

大木　孝吉 氏

第2講　倫理運動の原点 大ピンチ！社員を信じて任せる！ 第25講　自他共尊の生き方 第26講　人生の主役として生きる 気付いた時が出発点

沖縄県うるま市字仲嶺187番地

夢から現実へ 第11条―万物生々―（前編） 令和元年版！「苦難に学ぶ」 第６条　-子女名優- 第８条　-明朗愛和-（前編）

玉城　順一 氏 万人幸福の栞を学ぶ 仲村　靖 氏 万人幸福の栞を学ぶ 万人幸福の栞を学ぶ 竹内　清文 氏

6/5

サンゴに優しい日焼け止めを作った
話Ⅱ

呉屋　由希乃 氏

6/12

倫理を学んで ２

吉田　秋正 氏

6/19

たった2年で5000人を
引き寄せた人脈術

川上　美保 氏

6/26

LGBT・性の多様性入門　～制服自
由選択制等広がる学校での支援～

�　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

倫理を学んで １

瀨底　亜寿美 氏

６月よりモーニングセミナー

会場が「社会福祉セン

ター」へ戻りました。
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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

有限会社　高蔵住宅

代表取締役社長

西原自動車販売(株) （一社）倫理研究所 リーフイン国吉 暉義塾高等院　教頭

沖縄県倫理法人会　副幹事長 法人スーパーバイザー 渡嘉敷商工会副会長/女性部部長 中部倫理法人会　副会長

浦添市倫理法人会顧問 宮崎県倫理法人会　会長 大分県別府市倫理法人会 西原自動車販売(株) （財）ワンネスグループ沖縄 宮崎県倫理法人会 広報委員長 宮崎県倫理法人会　普及拡大委員長

浦添市長 法人レクチャラー 法人レクチャラー 沖縄県倫理法人会　副幹事長 浦添市倫理法人会　事務長 法人レクチャラー 法人レクチャラー

勢理客商工会 ㈲オフィス・フォーハウト ㈱BELLｚ沖縄支社　取締役 ㈲オフィス・フォーハウト (株)カミチ 豊田中央倫理法人会 Master Key Project

明るい社会つくり協議会　相談役 一般社団法人マザー・ニア 普及拡大委員長 一般社団法人マザー・ニア 豊見城市倫理法人会　専任幹事 普及拡大副委員長 浦西倫理法人会　相談役

（一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所 みうらラタン(株) （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所

名誉研究員 法人スーパーバイザー 広島西倫理法人会 法人スーパーバイザー 名誉研究員

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

6/26 水曜日 6/12 水曜日 6/12 水曜日 6/6 木曜日 6/27 木曜日 6/13 木曜日 6/14 金曜日

（一社）倫理研究所 宮崎県倫理法人会　会長 大分県別府市倫理法人会 （一社）倫理研究所 （一社）倫理研究所 宮崎県倫理法人会 広報委員長 宮崎県倫理法人会　普及拡大委員長

名誉研究員 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 名誉研究員 法人レクチャラー 法人レクチャラー

土

作成日：2019/6/14

6/6 6/6 6/7

6/27 6/27 6/27

倫理実践報告 第8条―明朗愛和―(後編)

長沼　克宗 氏 上地　政明 氏 奥休場　ゆうこ 氏

6/28 6/28

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

安里 明友美 氏

2019年6月度 　�　モーニングセミナー　�
木 金

沖縄県浦添市西洲2-6-6

6/1

引き継ぐ覚悟
 ’本を忘れず’に思うこと

国吉　佳奈子　氏 会員スピーチ

6/6

仲村　マリエ 氏

楽しいことして生きよう 出会いと繋がりに感謝 第１２条　-捨我得全-

呉屋　克 氏 万人幸福の栞を学ぶ

浦添の未来と女性の力

6/156/13 6/13 6/13 6/14 6/14 6/14

夫婦は運命を左右する倫理の学び 誰かの為が力になる！ 出会いと繋がりに感謝

6/20

松木　利徳 氏松本　哲治 氏 大木　博文 氏 尾林　大生 氏 呉屋　克 氏 位田　忠臣 氏 河野　太喜 氏

6/226/20 6/20 6/21

心田を耕す(必ず)
たった2年で5000人を

引き寄せた人脈術
物は生きている

川上　美保 氏 星　真理 氏

石垣市健康福祉センター 糸満工業団地会館嘉手納町商工会館 中ホール 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

岩田　三千生 氏

沖縄県宮古島市平良字西里5-1

出会い ※後日連絡

沖縄県豊見城市渡嘉敷140-1 石垣市登野城１３５７番地１

第２５講　自他共尊の生き方

沖縄県倫理会館

☆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　1階がコザ信金開南支店

第3講　倫理法人会の誕生 会社が変わる～職場の教養～ 良い事が次々起きる奇跡の法則第2講　倫理運動の原点

中西　浩 氏 河野　太喜 氏 松木　利徳 氏中西　浩 氏 大木　博文 氏 尾林　大生 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

五配り
※900回特別ＭＳ開催
柔らかい心の作り方

人生五計 変わらなければ続かない
どん底から売上5倍!元ニートが老舗

藤家具店の三代目に転身

6/21 6/21

「自分を愛する個性」
～過去と他人は変えられる～

倫理を通して違いに学ぶ

6/7

6/296/28

6/7 6/8

三大苦難に感謝
たった2年で5,000人を

引き寄せた人脈術
非破壊検査とは？

２億４千万の借金を相続して
得たもの

喜屋武　幸清 氏川上　美保 氏

富士研修から学んだ倫理と私倫理実践の要諦
800回特別MS

観光業務と向き合う歩み
会員スピーチ

渡慶次　涼子 氏岩田　三千生 氏

中西　浩 氏 会員スピーチ 万人幸福の栞を学ぶ中西　浩 氏 石川　元章 氏 三浦　祥太郎 氏 石川　元章 氏

６／４（火） 特別ナイトセミナー

場所：会場が変更になりました

S.バスプレス石垣ホテル・2階会場

時間：１９：００～

講師：鄭 容錫（ちょん よんそ）氏
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