倫理法人会は、まず経営者自身が純粋倫理を学び、活力に満ちた人間に変わることで、社員が変わり、社風が変わり、自社の繁栄を目指すものです。経営に関する“気づき・ヒント”の宝庫です。社員教育に活用する企業もあります。

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
〜 地球倫理の森 創生活動の報告 〜 八代市倫理法人会会⻑ 藤永 和広
この度の⻄⽇本豪⾬により被災された皆様に、⼼よりお⾒舞い申し上げます
ここ最近の記録的な猛暑⽇、豪⾬災害と、地球温暖化現象とは決して無関係で
はありません。倫理研究所では、２０１５年より、創立７０周年記念事業とし
て、「地球倫理の森 ウランブハ」創成プロジェクトをスタートさせ、地球温
暖化、陸地の沙漠化を防ぐポプラの植林活動を行っています。私も、第 8 次隊
として、７月８⽇から７月１４⽇まで、中国・内蒙古自治区ウランブハ沙漠に
て植林活動に従事しました。おかげ様で全国から集まった３３名の会員仲間
と、１０００本のポプラの苗木を植えることができました。照り付ける太陽の
下、汗を流しながら、地球の安泰を祈り、一本一本に願いを込め、植えました
倫理法人会活動指針の 5 項目に、「自然を畏敬・親愛し、地球人たる自覚を深め、環境の保全と美化に
貢献する」とあります。実際に、19 年前に植林された沙漠地帯が、⾒事な
森に生まれ変わっているのを⾒て、この活動指針の意義を肌で実感しました。
今回、植えた場所が、立派な森になることを信じて、帰国しました。
この度、8 月をもって会⻑職の任期を終えることになりました。この３年
間お支え頂き、⼼より感謝申し上げます。今後とも、皆様のご期待に添う会
を目指し、一役員としてご尽力させて頂きます｡ありがとうございました。

～ 活力朝礼指導員研修を開催しました ～

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

万人幸福の栞
日は最良の一日、今は無二の好機【日々好日】苦難は幸福の門【苦
十七カ条」
２０１8 年 十七カ条」日は最良の一日、今は無二の好機【日々好日】苦難は幸福の門【苦
八代市倫理法人会会報
難福門】運命は自らまねき、境遇は自ら造る【運命自招】人は鏡、万象はわが師【万象我師】
８月号
夫婦は一対の反射鏡【夫婦対鏡】子は親の心を実演する名優である【子女名優】肉体は精神の
№３9
象徴、病気は生活の赤信号【疾病信号】明朗は健康の父、愛和は幸福の母【明朗愛和】約束を
違えれば、己の幸を捨て他人の福を奪う【破約失福】働きは最上の喜び【勤労歓喜】物はこれ
職場の教養
を生かす人に集まる【万物生々】得るは捨つるにあり【捨我得全】本を忘れず、末を乱さず
7 月 2７日
FM やつしろ放送中
【反始慎終】希望は心の太陽である【心即太陽】信ずれば成り、憂えれば崩れる【信成万事】
心即太陽】信ずれば成り、憂えれば崩れる【信成万事】
【反始慎終】希望は心の太陽である【
ボランティア観光ガイド
月～土曜日 7:45AM
己を尊び人に及ぼす【尊己及人】人生は神の演劇、その主役は己自身である【人生神劇】万人
万人
己を尊び人に及ぼす【尊己及人】人生は神の演劇、その主役は己自身である【人生神劇】
上杉芳野様

丸山理事長が植えられたポプラの前で

平成 30 年 8 月 1８日（土） 18:30～20:30
八代ホワイトパレス５Ｆ 松江町 290-1

今年度、青年委員長として活動させていただきました。
山田朝日県青年委員長のもと、委員会主催の企画、実施
まで携わり、大変貴重な機会を頂きました
大変貴重な機会を頂きました。今年度最後
大変貴重な機会を頂きました
のイベント・納涼ビアパーティに、たくさんの皆さまの
参加をお待ちしております。
はつらつ！・
はつらつ！・青年
！・青年委員長
青年委員長 野尻雄介

やつしろおもて㈱様が出場されました ～

いよいよ平成 30 年度の締め括りの月となりまし
た。一年間モーニングセミナーにご参加・ご協力
頂きまして誠にありがとうございました。
沢山の素晴らしい講師をお迎えしてまいりまし
たが、皆さん如何だったでしょうか。少しでも会
員の皆様のお役に立てたら幸いです。今後も八代
市倫理法人会は『明朗・愛和・喜働』に基づき
一人でも多くの素晴らしい講師をお迎えし会員の
皆様のお役に立てるモーニング
セミナーを開催してまいります！！
平成 31 年度もよろしく
お願い申し上げます。
朝活！・モーニングセミナー委員長

〜

お世話になりました

大石雄一

〜

今期限りで幹事の役を辞することに
なりました。理由は高齢ということで
す。４月に８０歳になり若い役員の皆
様に迷惑をかけないため、身を引くこ
とにしました。
今後、役員の皆様の活躍で八代市倫理法人会が
益々発展されます様お祈りいたします。幹事在籍
中、大変お世話になりました。ありがとうござい
ます。
幹事 磯田秀輝

発表前で
発表前でも笑顔が見られ
リラックスの表情
リラックスの表情の
の表情の皆さん

〜

石本社長
経営理念唱和
経営理念唱和
挨拶実習・職場の教養輪読
挨拶実習・職場の教養輪読
7
Ｓ・営業７ケ条
ＡＣＴ
7ＡＣＴＳ
ＡＣＴ・営業７ケ条
社訓：
「一致団結」
社訓：
「一致団結」
朝礼を導入されて１年
朝礼を導入されて１年 堂々たる発表でした
堂々たる発表でした

活力！・朝礼委員長 川﨑祐一朗

一一一一 今日はははは最良のののの一日、、、、今今今今はははは無二のののの好機
【【【【日々好日】】】】
二二二二．．．．苦難はははは幸福のののの門門門門
【【【【苦難福門】】】】
三三三三．．．．運命はははは自自自自らまねき、、、、境遇はははは自自自自らららら造造造造るるるる
【【【【運命自招】】】】
四四四四．．．．人人人人はははは鏡鏡鏡鏡、、、、万象はわが師師師師 【【【【万象我師】】】】
五五五五．．．．夫婦はははは一対のののの反射鏡
【【【【夫婦対鏡】】】】
六六六六．．．．子子子子はははは親親親親のののの心心心心をををを実演する名優である
【【【【子女名優】】】】
七七七七．．．．肉体はははは精神のののの象徴病気はははは生活のののの赤信号
【【【【疾病信号】】】】
八八八八．．．．明朗はははは健康のののの父父父父、、、、愛和はははは幸福のののの母母母母
【【【【明朗愛和】】】】
九九九九．．．．約束をををを違違違違えれば、、、、己己己己のののの幸幸幸幸をををを捨捨捨捨てててて
他人のののの福福福福をををを奪奪奪奪うううう【【【【破約失失失失福福福福】】】】
十十十十．．．．働働働働きは最上のののの喜喜喜喜びびびび
【【【【勤労歓喜】】】】
十一．．．．物物物物はこれを生生生生かす人人人人にににに集集集集まる
【【【【万物生々】】】】
十二．．．．得得得得るは捨捨捨捨つるにあり 【【【【捨我得全】】】】
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】】】】
十四．．．．希望はははは心心心心のののの太陽である【【【【心即太陽】】】】
十五．．．．信信信信ずれば成成成成りりりり、、、、憂憂憂憂えれば崩崩崩崩れる
【【【【信成万事】】】】
十六．．．．己己己己をををを尊尊尊尊びびびび人人人人にににに及及及及ぼす 【【【【尊己及人】】】】
十七．．．．人生はははは神神神神のののの演劇、、、、その主役はははは
己自身である【【【【人生神劇】】】】

日時
会場

モーニングセミナーにて、毎週一条ずつ輪読し
ていきます。現代人が忘れかけている日本人本
来の姿と教えがあります。全ては自分の心のあ
りかた次第。周囲を変えようとせず、自分が変
わればおのずと開けてきます。栞の購入は事務
局までお 尋ねく ださい 。

～ 納涼ビアパーティを開催します ～

～活力朝礼発表会(7 月 28 日開催)に

純粋倫理という生活法則のエッセンスを
凝縮して、わかりやすい標語にまとめた
のが「万人幸福の栞 十七カ条」です。

倫友との旅は楽しい限りでしたが、植林の為の穴を
掘りながら振り返る時間ができました。
坐禅を体験してみませんか？(法輪禅寺にて)
法輪禅寺にて)
いろいろと考えさせられる、感じられる研修でした。
~ 今月は８
今月は８月１９日 日曜日 朝６時です~
朝６時です
① ライフラインの有り難さ ②治安の良さの有り難さ
当⽇参加ＯＫです。気軽に経験してみましょう！！
③ ７４歳からのチャレンジ！遠山先生の生き様
今後の自分自身の生き方もかわってくると思います。
行ってみないと、感じてみないと、その空気感は伝わ
りません。どうぞみなさんも一度参加してみてくださ
い。何かが変わりますよ。
県事務⻑ 有田明美

県南地区合同で 7 月 7 日総数 38 名の参加で開催
いたしました。八代市からは、役員 9 名・会員様 4
名・合計 13 名の出席をいただきました。
返事や基本動作を行い活気のある研修会となりま
した。合否の発表は後日各参加者の皆様に報告させ
ていただきます。
今回参加できなかった皆さま来年は是非参加され
てみてはいかがでしょうか。今回参加いただきまし
た皆様ありがとうございました。

～｢すなおな心｣で自分自身と対面しましょう～

今期を振り返って

〜

今期は普及拡大委員長を拝命いたしました。
全く未知のことに挑戦することになりましたが
今期より全役員が普及拡大委員会に所属して協
力を頂けるようになりました。
熊本県倫理法人会では、企業浸透率全国 1 位
になろうという目標をもって取り組みました。そ
の一環として天草倫理法人会の設立を掲げられ、
めでたく 104 社に達し正単会として設立記念式
典（7 月 23 日）が催されることになりました｡
8 月 3 日には会員大会にて会務報告会及び講
演会(講師・チャーリー永谷氏)）及び会員交流会
としてディナーコンサートを予定しております。
モーニングセミナーをはじめ各種イベントに会員
の皆様のお越しを役員一同お待ち致しております
共に学ぶ・普及拡大委員長 印口八男
今年度は、八代にてディナー会
ディナー会、ランチ会
ディナー会 ランチ会と県
ランチ会
南地区にて、朝礼見学とランチ会を開催させて頂
朝礼見学とランチ会
き、新たな方々や、会員さんとお顔合わの楽しい
場や、機会が出来ました。ありがとうございまし
た。
輝く！・女性委員会委員長 小林 緑
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