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。
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万人
大石俊成幹事 初
講話
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

倫理法⼈会が誕生したのは昭和５５年です。
平成２３年に｢家庭に愛を｣が加わり現在のスローガン

｢企業に倫理を 職場に心を 家庭に愛を」
家庭に愛を」

に至っています。｢企業｣｢職場｣に加えて｢家庭｣を重視
しているのは、｢家庭経営は事業経営の縮図であり、
経営者の家庭の安定は、事業の安定、発展の鍵であ
る｣という意味が込められています。
家庭とは社会生活において、最小単位にして最も重
要な⼈間関係を育む場であり、夫婦のあり方は事業の
衰退とも密接に関わり合っているそうです。
RinriNetworkNo.132 参照

どなたでも参加できます

〜 週一回の早起きの実践を
週一回の早起きの実践を 〜

会員皆様方にわかりやすく活動をお知らせ
しながら倫理についての学習を深め、さらに実
践を通してよりよい生活習慣とゆたかな⼈間性
を養成してまいりたいと思います。会員皆様のご理解とご協
力をよろしくお願いしたいと思います。さて、９月２８日に
は昨年度ご入会の｢
｢新入会員様歓迎会｣
新入会員様歓迎会｣を八代グランドホテルにて開催しました。会員間のコミュニケーショ
ンを深めさせて頂きました。さらに今月は､各種勉強会を開催し､倫理についての学習を深めてまいります。

～

会員の
会員の皆様へ

【県女性委員会☆年間行事予定】
会員様も、未会員様も参加お待ちしてます。

毎週木曜日の八代グランドホテルでのＡＭ６:００〜ＡＭ７:００のモーニングセミナーへの、会員皆様の
参加をお願いします。週一回の早起きの実践を是非お勧めしたいと思います。当日は役員一同精一杯の笑
顔でお出迎えいたしますのでよろしくお願いします。
八代市倫理法⼈会会⻑ 豊田 昌裕

～

職場の教養を活用しましょう！ ～

心の経営を学び実践しましょう

～

倫理法人会は、心の経営を学び実践する経営者の
輪を拡げ、企業の健全繁栄と地域社会の発展に寄与
することを目指しています。
法人会の原点はモーニングセミナーにありま
す。純粋倫理とは、すなわち「実行によって直ち
に正しさが証明できる生活法則」です。
今月の講話予定です
予定です 】
・１０日(八代北)中竹浩介氏 【 今月の講話予定
学びを通して倫友の輪を広げて参りましょう。
・１２日(八代中央)豊田昌裕氏・１８日(八代市)石本博之氏
私たち役員はそのお手伝いをさせて頂きます。
・１７日(八代北)有田明美氏 ・２９日(菊池合志)藤永勝利氏
共に学ぶ・普及拡大委員長
共に学ぶ・普及拡大委員長 印口八男

氏 ｢会⻑職を拝命して｣

朝早くから大きな声で、気持ちの良い挨拶、
万⼈幸福の栞、豊田会⻑のお話、先輩方の教え
は「如何に正しく生きていくのか」を自分自身
に、⼈として大切なものを改めて認識させてい
ただける、よい機会だと感じました。ありがと
うございました。
(ブリヂストン八代㈱
ストン八代㈱ 橋本 慎也 様)
９月１３
月１３日 木村 健一郎 氏

｢チームワーク｣

チームワークの問題で｢フリーライダ
ー効果｣により、チームがなかなか上手
く機能しなくなってしまうので、そう
ならない為にも｢チームのサイズを調整｣し、個々
のモチベーションを上げるようにすると、円滑に
進んでいくので、調整がとても大事だと感じまし
た。 (ノア･ノア電気センター 岡本 武也 様)
９月２６
月２６日 大石 俊成 氏(八代北にて)｢父を語る｣

⼈前で話しをすることが苦手で、会員スピー
チを苦に一度退会されたとのことでした。３分
の会員スピーチですら悩み考えてしまいます
が、今朝は最愛の奥様のお見送りも後押しに、
笑いをとりながら見事な講話をされました。発
表は、両親祖先を思い起こしたり、倫理とのつ
ながりをたどったりと、振り返る機会をいただ
けます。来月号で感想を頂きたいと思います。
(㈱オカモト 中竹 浩介)
浩介)

八代市でも交流企画を行います！
ご参加お待ちしております。今年度は、新会員様
は、もちろんのこと幅広い方々の交流が図れますよ
うに！企画や機会、気軽に繋がり合える楽しみの場
と学び合える仲間作りをサポートしていきます。
活輝く！女性委員長
活輝く！女性委員長 小林緑
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
「「「「万人幸福のののの栞十七カカカカ条条条条 」」」」です。
人 生の難問 を明快 に解決す る集大成 でも あ
ります。 標語の中には古来から言われていた
こ ともあれ ば、一見 常識か らはずれ たよう な
こ ともあり ます。ど れも実 際の生活 に活か せ
る ことであ り、無条 件にそ のまま実 行する と
こ ろにこの 言葉の値 打ちが あります 。一カ 条
ずつ、それぞれの要点とともに紹介します。

～

９月 ６日 豊田 昌裕

～本会のご紹介を会員企業皆様へ伝えます～

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】】】】

いつも経営者モーニングセミナーにご参
加頂きありがとうございます。
会員の経営者の皆様は、それぞれ、理念
をもち立派に経営されていることと
存じます。現在よりさらに活性化や繁栄
を考えられていることと察します。
そのためのヒントを期待できるモーニングセミナ
ーを運営していきます。役に立つ！と感じて頂き、
未入会経営者の方への良い教訓となり、自己革新を
図る仲間が増えることを願っております。
11 月は「１００名モーニングセミナー」を企画し
ています。元大津高校サッカー部監督、
元大津高校サッカー部監督、現宇城市教
元大津高校サッカー部監督、現宇城市教
育長、平岡和徳様もお招きします。ご期待の上、社
育長、平岡和徳様
員の方々共々、ご参加をお待ちしております。
これからも素晴らしい講師をお招きする努力を続
けます。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げま
す。
朝活！モーニングセミナー委員長
朝活！モーニングセミナー委員長 杉浦喜一

来月から 二カ条 ごとに 、ご 紹介しま す。

本会のことをもっと知って頂きたく 10 月 30 日
｢新入会員オリエンテーション｣
新入会員オリエンテーション｣を企画中です。会場
など確定しましたら、改めてご紹介させて頂きま
す。八代市、八代北、八代中央の三単会合同で
「会員の純粋倫理の体得」の研修を、11
月ごろに
「会員の純粋倫理の体得」
開催予定です。この研修は県より講師をお招きし
て、純粋倫理とは何なのかを分かりやすく解説して
いただく内容になっています。会員であればどなた
でも参加可能です。詳細が決まりましたら再度ご案
内いたしますので、多くの皆様のご参加をお待ちし
ております。
万象我師・研修委員長
万象我師・研修委員長 山﨑英和

～ 毎週木曜 朝６時！経営者自己革新 ～

寒 い日、暑 い日、雨 の日と いろいろ あるけ れ
ど 、どの日 がよくて 、どの 日が悪い という こ
と はない。 今日がい ちばん よい日で ある。 そ
の今日は、今この一秒の集積なのだから、
「今
が いちばん よいとき だ」と 、気づい たこと を
直ちに行なって、テキパキと処理していこう。

～ 倫理法人会研修を活用しましょう ～

◎熊本ヴォルターズ応援企画(青年委員会コラボ)
◎熊本ヴォルターズ応援企画
11 月 18(日)詳細は後日お知らせ致します！
◎イブニングセミナー♬
11 月 21(水)16 時半〜(1 時間)
阿蘇熊本空港ホテル エミナースにて
◎アフタヌーンセミナー♬
◎アフタヌーンセミナー♬ 八代グランドホテルにて
1 月 17(木
17(木) 午後より 1 時間 ＋ ティータイム
◎アフタヌーンセミナー♬
3 月 11(月)午後より 1 時間 県央地区にて
◎熊本県女性交流会♬ 6 月熊本市内の予定です

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

前年度に活力朝礼のアンケートをさせて頂き誠に
ありがとうございました。
今後、御回答がありました会員様に再度ご連絡
をさせて頂きます。御希望がありました会員様に
「出前活力朝礼
出前活力朝礼」の御提案をさせて頂きますので、
出前活力朝礼
どうぞよろしくお願い致します。
また新入会員企業様への御提案もさせて頂きま
す。企業繁栄のお手伝い
企業繁栄のお手伝いになればと考えておりま
企業繁栄のお手伝い
すので会員の皆様ご検討の程
よろしくお願い致します。
活力！朝礼委員長
活力！朝礼委員長 大石雄一

今年度もイベント盛りだくさん ～

【モーニングセミナーに参加しての感想】

入会して｢役を知り
｢役を知り､
｢役を知り､役に徹し､役を
役に徹し､役を越
､役を越えない｣
えない｣と
いう言葉を学びました。①それぞれの立ち位置を
熟知すること。②与えられた職務を徹底して行う
こと。③自分のついている役職の領分を越えない
こと。日々、自分の姿勢を確認していきたいと思
います。
８月末に役職者研修がありまし
た。各委員会に分かれて委員会の役
割などを再確認しました。県の広報
委員会メンバーも入れ替わりがあり
ました。他単会のよいところを頂き
ながら､お役に立てればと思います｡
日々好日・広報委員長
日々好日・広報委員長 中竹浩介

坐禅を体験してみませんか？

～ 法輪禅寺(
法輪禅寺(八代市松崎町 21−
21−1)にて ～
~ 今月は１０
今月は１０月
１０月１４日
１４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！！
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