[倫理法人会会員心得]
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をご紹介します

～ 活力朝礼説明会

1. 喜んで働き、朗らかに生活します。
2. 家族を慈しみ、和やかな家庭を築きます。
3. 人を愛して争わず、互いの幸福を願います。

大成功 ～

4 月 12 日に活力朝礼説明会を開催いたしました。ご
参加いただきました会員様ありがとうございました。会
員企業様から 18 名の参加をいただき活気のある研修と
なり、元気が出た！気持ちが若返った！会社への導入を検
討したい！など多数の喜びの声をいただきました。

坂井宏光様 入会式

モーニングセミナーは毎週木曜朝６時八代グランドホテル
５月 100

名モーニングセミナー月間です！

モーニングセミナー委員長

大正７年に、空物回収販売・
南清次郎商店として、現在の通
町に創業。酒樽のリサイクル業
務にはじまり、政府の調達機関
として米麦用麻袋のリサイクル、
様々な包装資材、包装業務の商
いをしながら皆様のニーズにお
南ご夫妻
応えしてまいりました。
半世紀過ぎたころから、現在の故紙リサイクルを
手掛けることになり、いまに至っております。
期せずして、今年、創業１００年を迎えます。長
期せずして、今年、創業１００年を迎えます。
い間には、お取引先の倒産や包装資材の大きな方向
転換など、外部からのダメージもありましたが、手
を差し伸べて下さるお取引先、アドバイスを頂いた
お客様、先輩方にも恵まれ、事実をしっかりととら
事実をしっかりととら
え、真剣に取り組むことで乗り越えることもできま
した。感謝です。
整頓された場内

大石雄一

～女性の異業種ディナー会 開催します～

ザ・ニューホテル熊本にて
記念講演とパーティを
企画しています。

坐禅を体験してみませんか？(法輪禅寺にて)
法輪禅寺にて)
輝く・女性委員会

委員長

小林

緑

~ 今月は５月２0
今月は５月２0 日 日曜日 朝６時です~
朝６時です
当日参加ＯＫです。気軽に経験してみましょう！！

～

日頃より倫理法人会の活動にご協力・ご支援を賜
り厚く御礼申し上げます。さて、今年も、「倫理経
営講演会」を開催致します。
倫理経営講演会は、経営者ならび幹部社員の見識
を広め、やる気、元気、勇気を与えてくれます。ぜ
やる気、元気、勇気を与えてくれます。ぜ
ひ、会員の皆様のご参加をお待ち申し上げておりま
す。皆様共々ご参加頂き、全社一丸となり、実践力を
高められ、さらに飛躍発展されますことを心からご期待
申し上げます。
実行委員長 豊田 昌裕
純粋倫理をわかりやすい標語にした
「万人幸福の栞十七カ条」を
二カ条紹介します

6 月 5 日(火)１８:３０より

活力！・朝礼委員長 川﨑祐一朗

十二．．．．得得得得るは捨捨捨捨つるにあり 【【【【捨我得全】】】】

アフタヌーンセミナーの様子

のでお気軽にお声掛けください。
今後ともよろしくお願い致します。

物 事が いつ も順調 に運 ぶと はか ぎら ない。 ど
う にも なら ない絶 体絶 命の とき は、 思い切 っ
て 欲心 を捨 ててし まお う。 とき には 命すら 投
げ 出す 覚悟 を決め る。 そう する と、 思いも よ
ら ぬ好 結果 が生じ る。 私情 雑念 をさ っぱり と
捨 てて 、明 朗な心 に達 した とき 、必 ず危難 か
ら逃れられる。

女性員会 10 周年
記念講演パーティ

出張朝礼研修も行っております

十三．．．．本本本本をををを忘忘忘忘れず、、、、末末末末をををを乱乱乱乱さず
【【【【反始慎終】】】】

異業種のオーナーさん、奥様や、従業員さんなど
女性同士の交流を、美味しいコース料理を食べな
がら、情報交換や発信の機会と共に楽しい時間を
過ごしましょう♬ ご夫婦でもＯＫですよ♡

資源の分別回収業務
では、町内会、子供会
老人会等の皆様にもお
ラージベーラー
(大型古紙梱包機)
世話になっており、そ
れをリサイクルするという、問屋としての役目をし
っかり果たすべく、社員一同、がんばっております。
朝礼は現場と事務所合同で、職場の教養の輪読、
６つの心の斉唱、担当者からのひとこと、を続けて
います。
毎週発行されている「今週の倫理」には気付かさ
れる事が多いですね。講演会の内容も素晴らしく、
毎回楽しみにしています。

八代市倫理法人会では

枝 葉の こと には気 をつ ける が、 何事 につけ て
も 本を 忘れ がちだ 。初 心を 忘れ 、受 けた恩 を
忘 れる から 、いつ しか 怠け 、過 ちを おかす 。
常 に本 を忘 れず、 また 後始 末を きち んとす る
こ と。 とり わけわ が命 の本 であ る両 親の恩 を
思い、祖先を敬う心を培おう。

日 時：H30 年 5 月 18(金)19 時〜(2 時間)
場 所：飯々珈々 様 (西松江城町 8-20)
参加費：3.000 円＋飲み物代

モーニングセミナーを通通通通して、、、、いっしょに学学学学びましょう

４月も４名の素晴らしい講師の方々の実体験
の講話で、会員の皆様に是非聞いて頂きたい内容
でした。毎週参加しております私もメモを取り、
出来ることから即実践しております。
このようにモーニングｾﾐﾅｰは毎週木曜日朝６
時から皆様の為になる自分磨きの勉強会です。
現在の時代の流れは速く益々加速しておりま
す。この超音波の様な時代の流れに遅れないよ
う、是非一度重い腰を上げてモーニングセミナー
に参加されませんか。必ず会員の皆様にお役に立
つ話が沢山聞けます。また新しい出逢いの場でも
あります。一人でも多くの方々と倫友になって頂
きたいです。
「幸福になるため」「成功するため」の沢山の
チャンスやヒント、出逢
いがあります。５月も６
名の素晴らしい講師をお
迎えしております。
会員の皆様のご参加を
4 月 19 日 役員一同会場にてお待ち
福原えり子様 会員スピーチ 致しております。

単会設立時からの会員企業様紹介
株式会社 南
代表取締役 南 敬介様

「出会いが人生を変える」

～

4 月 16 日（月曜日）13:00～14:00FM やつしろに
て「かっぱの Oh!ちゃちゃ」やっちろのがまだしも
ん生放送に出演いたしました。今回出演を決意した
のは 5 月に開催予定の倫理経営講演会のことを八
代地域の皆さまにお知らせしたいと思ったのがき
っかけです。今回の私の決断に周りの人も驚いてい
ましたが、やはり「誰かのために」と思うと勇気が
湧いてきました。
私の座右の銘は「出会いが人生を変える」です。
振り返ってみると今でも交流のある小学校の恩師
との出会いを含め、会社勤務時代に 20 年間お世話
になった恩人である社長との出会いが私の人生を
大きく変えました。パソコン教室を始めるきっかけ
は全国ネットのパソコンくらぶ 150 社をまとめて
いるリーダー(名古屋市在住)との出会いのお蔭で
す。
職場の教養を読んで「恩
送り」という言葉があるこ
とを知りました。今は直接
その恩に報いることが出来
なくても周囲の人に少しず
つでもその恩を送っていけ
たらと思っています。番組ではスーパー竹とんぼの
こと特許取得のことやリクエスト曲の JAZZ にまつ
わる思い出話をさせて頂きました。
(写真はコメンテーターの㈱彦一製菓飯田哲様と)
共に学ぶ・普及拡大委員長 印口八男
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