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に参加しての感想】

【 第１位の大賞をいただきました 】
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セミナー
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

モーニングセミナーワンポイントアドバイス

① 「開始２分前です。姿勢を正して
開始２分前です。姿勢を正して静かに
開始２分前です。姿勢を正して静かに
お待ちください」
お待ちください
この時間は、これまでの自分を反省すると共
に、両親・祖先への感謝、今、此処にいる自身の
幸せに感謝、妻・職員・周囲への感謝など、目を
閉じて姿勢を正して、気持ちを切り替え、両親・
祖先へ思いを馳せる大切な時間です。

～ 女性委員会主催イベントのお知らせ ～
八代グランドホテルにてアフタヌーンセミナー
アフタヌーンセミナー
開催日：2019 年１月１7 日(木曜日)
開始:１３時 0０分 ティータイム:１4 時１０分
テーマ：｢倫理を正しく学ぶ｣
倫理を正しく学ぶ｣
講話者：蓮
蓮 実 利 勝 氏 (一社)倫理研究所顧問
参加費無料です 活輝く！女性委員長
活輝く！女性委員長 小林 緑

10 月 25 日 ⻄⽥ 紀雄氏 ｢倫理を学んで百歳現役｣

今日も貴重なセミナーに参加させて頂き有難
うございました。何事に対しても感謝の気持ち
を持つ｢ありがとう｣を口に出すことは、非常に
大切なことだと共感しました。
捉えかたひとつ、感じ方ひとつで、心身の健
康が変わるので、今後も｢ありがとうの実践｣を
心がけていきます。ありがとうございました。
(東京海上日動火災保険㈱ 魚住 周平 様)
11 月 1 日 赤澤 巌氏 ｢運命自招｣

おはようございます。朝から大変楽し
くお話を聴き良かったです。赤澤さん
は話し上手です。声も大きく本当に良
かったです。また、参加させて頂きたいと思い
ます。
(ケアパーク㈱ 森﨑 浩満 様)

コンビエ
コンビエンス㈱会員(旧社名ヒルティ八代)

11 月 8 日 古賀 伸忠氏 ｢倫理で人生を面白く!｣

開業して約４０年になります。
藤永勝利相談役にご紹介いただき、
入会しました。毎朝の朝礼で、
社員教育として「職場の教養」活用しています。
業務内容は、建設工具の販売をはじめ、鉄筋探査や引張
試験、あと施工アンカー工事・ワイヤーソーイング工事・
無収縮グラウト圧入工事など、皆様には耳慣れない特殊工
事を含む建設工事一般を生業としています。
工期に追われたり、設計変更で予定が変わることも多い
のですが、道路など市民の皆様が安心して利用して頂ける
のが心の支えになっています。
八代市東片町 436-7 ℡0965-35-1173

私は、100 名セミナーや各月のセミナーに参
加させていただいておりますが、大変勉強にな
り自分の仕事に繋がる点を多いと思えます。
私も会社で人の前で話す機会がありますが、
常に不安でたまりませんでしたがヒントを吸収
しています。①人前に立つ勇気 ②人に伝え理
解してもらう話し方 ③話の流れに対する声の
強弱等です。いつもどのような話を伝えるられ
るか毎回楽しみに参加し、まずはモノマネをし
話すようにしています。
会社でも人に話して納得してもらい全員が目
標に対して同じ行動をしてもらい今以上に発展
させる会社の一員として頑張りたいと思いま
す。
(横場工業㈱
横場工業㈱ 木水 繁満 様)

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
1)にて ～
今月は１2
今月は１2 月 ９日 日曜日 朝６時です
当日参加ＯＫです｡気軽に経験してみましょう！！

女性委員会･青年委員会
コラボイベント
イベント
女性委員会･青年委員会 コラボ
～ 熊本ヴォルターズ
熊本ヴォルターズ応援
ヴォルターズ応援 報告 ～
純粋倫理をわかりやすい標語にした
「万人幸福のののの栞十七カカカカ条条条条」を
二カ条紹介します

会員様は申し込みを頂きますと自己改善のための
自己改善のための
指導(
指導(倫理指導)
倫理指導)を無料で受けることが出来ます。
を無料で
倫理指導は、解決したい苦難や事柄（経営・家庭(子
供、夫婦、親子、嫁舅)・人間関係・健康等)を純粋
倫理の観点から見事に解決されます｡重要なことは
「純粋倫理に基づいた経営(＝倫理経営)」に関する
ことはすべて網羅するという点にあります。
指導を受ける目的は苦難解決であっても、倫理指
導の最終的な目的は、「人間的な成長」を促すこと
にあります。苦難はそのための「意味あるしらせ」
に他なりません｡副会長
副会長 普及拡大委員長
普及拡大委員長 印口八男
印口八男

～

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】】】】

・２１日(熊本東)豊田昌裕氏
・２７日(八代市)大石雄一氏
・２８日(八代中央)石本博之氏

～ 倫理指導を受けてみませんか？ ～

会員企業様の紹介

五五五五．．．．夫婦はははは一対のののの反射鏡 【【【【夫婦対鏡】】】】

【 今月の講話予定
今月の講話予定です
予定です 】

11 月 6 日(火)の宍倉
税理士事務所様の活力
朝礼の様子です。
宍倉所長のもと、心を合わせながらの
素晴らしい朝礼でした。
朝礼を行っているが活力がない
これで良いのか悩んでいる
活力朝礼を導入したいがどうしたらよいか？
など 悩まれている会員企業様！！
是非、朝礼委員会に是非御相談下さいませ。当単
会の朝礼インストラクターがお伺いし、実演やヒン
トなどアドバイスさせて頂きます。
活力！朝礼委員長
活力！朝礼委員長 大石 雄一

～

人は人、自分は自分だと考えるところに不幸
が 生じる。 人はみな 見えな い次元で つなが っ
て いて、他 人は自分 の心や ふるまい を反映 す
る 鏡なのだ 。人を変 えよう とする前 にまず 自
分を変えよう。身の回りに起きてくることは、
自 分を教え 導く師匠 でもあ る。心を 空にし て
そ の教えを 聞き、心 のゆが みや偏り を正し た
とき、周囲もおのずと変わってくる。

日時：１２月 2０日(木) 18:30 開場 １９時開演
場所：八代グランドホテル
出演：アマチュアバンド ドミノス様
大石俊成幹事（ピアノ披露）
詳細は決まり次第ご連絡いたします♪

インフォミックス 宍倉税理士事務所 様

夫婦とは一組の合わせ鏡のようなもの。互い
に 照らしあ い、お互 いを映 し合って いる。 な
ら ば相手を 直そうと するよ りも、ま ず自分 を
よ くしてい こう。そ うして 夫婦がぴ ったり と
合 一すると 、一家の 健康・ 発展はも とより す
べての幸福が生み出される。

クリスマスパーティ企画中

出前活力朝礼指導の依頼お待ち致しております！

いっしょに学学学学びましょう

② 「倫理法人会の歌」の斉唱
斉唱は発声練習の代わりでもあります。顔の筋
肉を十分に動かし、お腹のそこから声を出してみ
ましょう。
皆さんは月ごとに「夢はてしなく」と「夢かぎり
なく」を交互に斉唱していることにお気づきでし
ょうか？自身の心構え・周囲や仲間との信頼・父
母への感謝・夫婦で交わす笑顔・歴史ある日本の
絆の永遠の繁栄、など解釈はひとそれぞれです
が、歌詞に込められた思いをかみしめてみましょ
う。きっと奥深い感動があるはずです。
次号へ続きます
朝活！モーニングセミナー委員長 杉浦 喜一

我が社の朝礼風景 第 2 弾 ～

一日はははは笑顔でででで朝活 モーニングセミナー

モーニングセミナー(以下､ＭＳ)
へのご参加ありがとうございま
す。始めて参加されたときに驚か
れた方もいらっしゃると思いま
す。ＭＳの進行には一つ一つに意
ＭＳの進行には一つ一つに意
味があります。知って頂き、理解
味があります。
して頂きますと、益々楽しんで頂
けると思います。少しずつ紹介させて頂きます。

～

クギヤ印刷㈱ 代表取締役 宮﨑 哲也 会員
弊社でデザイン印刷した八代妙見
祭の昨年度のポスターが第８回
第８回日本
第８回日本
の伝統まつりコンクールで第１位の
大賞を受賞いたしました。全国から
大賞
１００点以上の出品があり、大変名
誉な賞をいただけたのと、妙見祭の
ＰＲに少しお役にたてたと社員全員
で喜んでおります｡
毎年、実行委員会でコンペがあり、
採用された作品がポスターになりま
す。本年も弊社を選んで頂けました。
今回に満足せず、これからも
美しい印刷で社会に貢献してまいります。
美しい印刷で社会に貢献してまいります
https://www.kugiya.net/本町二丁目 5-12℡0965-3４-2031

１１月 18 日(日曜日)県立総合体育館
動員数３２００人を超える中、選手たちの熱いプ
レーを間近で観戦することができました。
練習時や入場時、勝利後のファンサービスなどフ
ァンに対しての感謝を感じることができました

がんばるぞ
がんばるぞ！くまもと！負けんばい
！くまもと！負けんばい！
負けんばい！くまもと！
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