～ １月 創立記念の会員様 ～
・㈲桂産業 様・㈱古閑鉄筋工業 様・㈲ケミカル機工 様・㈱ミロク 様
・Healing Salon Dreamy 様・(医)織田胃腸外科 様・㈱末松電子製作所 様
・コンフォートガーデン 様・下城社会保険労務士事務所 様
～ ２月 創立記念の会員様 ～
・三栄商事㈱ 様・㈲水野産業 様・㈱通信館 様
～ 会員様の紹介 ～

～ 新入会員様の紹介 ～

コンフォートガーデン
代表

～

(有) 豊 潤

大石 雄一 様

倫理と共に

代表取締役 湯野 豊 様

～

今年で創業７年目を迎えます。
昨年 11 月に御縁があり、
鏡町鏡村の古民家に移転を致しました。
移転致しましたお陰で、今まで出来なかった｢癒しの空
間創り｣のお店が可能となり、お客様にも大変喜んで頂い
ております。
倫理の学びや役員を御受けしていなかったら、今のお店
の実現も無かったと思います。明朗・愛和・喜働の基に、
明朗・愛和・喜働の基に、
このとこが、倫
コツコツと学びコツコツと実践して行く。
コツコツと学びコツコツと実践
理では大切だということを学ばせて頂いております。
まだまだお客様の為に実現して行きたい夢は沢山あり
ます。倫理経営を学びながら今後ともコツコツと日々を
積み重ねて行こうと思います。
八代市鏡町村７３６

℡090-9659-4366

HEALING SALON DREAMY

㈲豊潤様は、平成 12 年に
八代市豊原上町にて創業され
従業員数 8 名（女性 2 名含
む）で出光リテール販売の
八代基地として、石油製品総
合販売を営まれています。社名の由来は社長の名前の
「豊」と扱い製品の潤滑油の「潤」を組み合わされたと
お聞きしました。社長の取扱商品への愛を感じるお話で
す。
会社のアピールポイントは「困っている方がいればお助
けすること」｢エネルギーである石油製品を人の命を守る
ためにキチンと供給する」とされています。
倫理法人会入会後モーニングセミナーへ出席され、
「職
場の教養」を使った朝Ｎ礼をされています。倫理法人会
は精神力を磨くいい勉強会で、今後は講師とより深いお
話を聞きたいといわれています。
HTTP://HOUJUN.CO.JP/
八代市豊原上町 2928
℡0965-33-8727

小林 緑 様
～ 『 人はひとでしか磨かれない 』～
入会して満４年、現在の仕事「光のコラーゲンカプセ
光のコラーゲンカプセ
ル専門店」を 1 人で始めて 11 ヶ月の頃、
「朝活したい
ル専門店

八代市倫理法人会会報
万人幸福の栞 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
２０１９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
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】
1 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
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
№４４
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
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
【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】
【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】
コンフォートガーデン様
事務局 ＴＥＬ ０９６５(３２)４５９６

一日は笑顔で朝活！『経営者モーニングセミナー』
平成３１年１月 予定表
１０日(木) 第 1590 回
会場：八代グランドホテル

「埋没するか？My boss なるか？
～これからの時代の働き方」

毎週木曜日

朝６時～７時

百姓モデル

樅木 英介

氏

３日(木) 第 1589 回
毎日新聞(2018.2.21)全国農業
新聞(2018.6.22)に紹介されて
いらっしゃいます。想像できな
い話が聞けるのでは？

新年式

１７日(木) 第 1591 回

２４日(木) 第 1592 回

「倫理経営（心の経営）の
素晴らしさ」

「小さなことに磨をかける」

法人レクチャラー
熊本県倫理法人会
県央地区地区⻑
㈱エコファクトリー
代表取締役社⻑

法人レクチャラー
佐賀県倫理法人会 幹事⻑

ヤマトカンキョウ㈱
代表取締役

牧瀬 正和 氏

村上 尊宣 氏

な」のタイミングでモーニングセミナーに 2 ヶ月通い、
入会しました。最初は「続けられる所まで」と思って参
加していましたが、心が落ち着くといった感覚と共に、

３１日(木) 第 1593 回

仕事での環境も整っていくという実感がありました。

「『職場の教養』１６年！」

経営に関する勉強会は、様々ありますが、私にとって

熊本北倫理法人会

倫理は、やり方、方法を教えてもらうのではなく、
やり方、方法を教えてもらうのではなく、"
やり方、方法を教えてもらうのではなく、"自
分で気づく""という部分
という部分、
分で気づく
、『人はひとでしか磨かれない』

幹事

(医)いけざわこどもクリニック

㈱ＲＭＫ

と見えない心の部分を自ら実践を通じて学ぶ事が出来
と見えない心の部分を自ら実践を通じて学ぶ事が出来
る、他にはない会です。

代表取締役

池澤 千恵子

氏

HTTP://SALON-DREAMY.JP/

｢職場の教養｣を使って病院を発
展させられ、経営に生かした実
践報告は参考になります。

八代市麦島西町 8-11
℡0965-3１-6877

セミナー終了後、朝食会を行っています。
セミナー参加者は朝食券５００円です。
交流の場としてお気軽にご参加ください。

http://rinri-kumamoto.com

八代市倫理法人会事務局

TEL:0965-32-4596 八代市旭中央通 10-1 八代グランドホテル２Ｆ

参加無料 どなたでもご参加できます。是非お越し下さい！

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。

職場の教養 FM やつしろ放送中 月～土曜日 AM7:55
～

モーニングセミナーワンポイントアドバイス
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味があります。知って
ＭＳの進行には一つ一つに意味があります。
頂き、理解して頂きますと、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。
第２項
「朝の挨拶
朝の挨拶」
朝の挨拶
｢万人幸福の栞｣の１７ケ条の斉唱
１７ケ条の斉唱から始まります。
１７ケ条の斉唱
リーダーのリードにより、全員で斉唱します。この斉
唱は｢参加者全員の心を一つにする｣目的があります。
｢全員が声を合わせる｣ことは大切なことです。

新年ご挨拶 ～

11 月 29 日 平岡 和徳 氏 ｢凡事徹底｣

賀詞交歓会のご案内
みなさん､あけましておめでとうございます｡お正月はゆっくり
休むことができましたでしょうか？
八代３単会合同での開催です
さて、八代市倫理法人会は昨年 9 月からの新年度に入り新役員
(八代市･八代北･八代中央)
八代市･八代北･八代中央)
体制になりました。会員の皆様と共に純粋倫理の学習と実践、会
会員の皆様と共に純粋倫理の学習と実践、会
平成 3１年 １月２５日（金）
員の皆様の交流を行ってきました。本年も、役員一同がんばって
八代グランドホテル 3232-2111
いきたいと思いますのでよろしくお願いします。一企業の努力だ
受付：18
受付：18：
18：30 から
けではカバーしきれない世界的な流れの中にあって、非常に厳しい社会環境にありま
開宴：19
開宴：19：
19：00 から
すが、こういう時期に純粋倫理に学ぶことは大きな意味を持ってくると思います。
こういう時期に純粋倫理に学ぶことは大きな意味を持ってくると思います。
異業種の方々と交流を図る良い機会で
「明朗」
「愛和」
「喜働」の実践を行い、会員皆様の職場が躍動するようになることが
「喜働」の実践を行い、会員皆様の職場が躍動するようになることが
すので、友人・知人の方をお誘いあわ
願いです。
願いです 本年が皆様にとって明るい一年であります事を祈念しています。
せの上、是非ご参加ください。
今年一年よろしくお願いします。八代市倫理法人会会長 豊田 昌裕
詳細が決まりましたら改めてご

～

我が社の朝礼風景 第３弾 ～

やつしろおもて㈱ 様

当日参加ＯＫです｡
気軽に経験してみましょう！！

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

参加費無料です
前回の熊本エミナース開催時
輝く！女性委員長
輝く！女性委員長 小林 緑

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 １月２０日
日曜日 朝６時です

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】】】】

(一社)倫理研究所顧問

研修委員長
研修委員長 山﨑 英和

子は親の顔形から立ち居ふるまい、クセにい
た るまでよ く似てい る。の みならず 、親の 心
や 行為をそ のまま映 し出し 、身代わ りに実 演
す る。子供 が悪くて 困ると いうとき 、子供 を
責 めずに、 原因は親 にある と自覚し 、親自 身
が改めることが先決であろう。

・１８日(熊本市中央)宍倉 渉 氏
・２５日(熊本市詫麻)有田明美氏

昨年の 10 月 30 日の｢
｢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｣、なら
びに 11 月 30 日の｢
｢純粋倫理の体得｣
純粋倫理の体得｣には、たくさんの会員の
皆様にご参加いただき大変ありがとうございます。
新入会員オリエンテーション、純粋倫理の体得とも普段のモ
普段のモ
ーニングセミナーや経営者の集いではなかなか聞くことができ
ない深い学びを得ることができ、また研修後の八代３単会合同
ない
懇親会では、単会の垣根を越えて交流を深めることができて大
変有意義な一日になりました。
今後も研修委員会主催
の行事を行いますので、
是非ともご参加とご活用
のほどよろしくお願いい
たします。

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】】】】

開始:１３時 0０分
朝活！モーニングセミナー委員長 杉浦 喜一 ティータイム:１4 時１０分
テーマ：｢倫理を正しく学ぶ｣
講話者：蓮
蓮 実 利 勝 氏
【 八代市会員の今月の講話
今月の講話予定
予定です
です 】
今月の講話予定

倫理とは？ 奥深い倫理を素直に学ぶ ～

肉体は心の容れ物であり、心のあらわれ。ま
た 、病気は 一般に知 られて いる原因 の奥に 、
真 の原因が ある。そ れは心 の不自然 なゆが み
や 偏りが、 自分の肉 体に赤 信号とし てあら わ
れ たものだ 。朗らか な豊か なうるお いのあ る
心は、病気を治癒するほどの力をもつ。

① リーダーが最初の段落を読み、出席の方に次を読ん
でくださいという気持ちで｢ハイ｣と呼びかけます。
2017 年の９月１日より、活力朝礼を始めました｡最
皆さん積極的に｢ハイ｣と返事をし読んでいただいて
初はぎこちない様子でしたが､今ではセブンアクトを全
ではセブンアクトを全
います。｢ハイ｣の返事が複数の人で重なった場合
員が元気な声で唱和することが出来ます。
は、ゆっくりの方のペースに合わせて読みましょ
朝礼をすることで、部署間の意思疎通がしっかりと出
う。
来るようになったことが「お互いのいい仕事に繋が
「お互いのいい仕事に繋が
② リーダーは多くの方に読んで頂くため、その日の項
る」それが何よりも嬉しいことです。
目の長さで、区切ります。読み手はスムーズに続く
取締役社長 石本 博之
よう、聞き心地よく、工夫をしてみましょう。
③ もし、読み間違いがあった際はリーダーが妥協なく
指摘しますので、｢ハイ｣と返事をし改めて正しく読
み直しましょう。
④ リーダーが読み間違う場合が稀にありますが､こち
12 月 8 日(土)にお邪魔させて頂きました。石本社長
らは指摘することはできません。
⑤
のもと元気で素晴らしい活力朝礼でした。
輪読の目的は、読み手として参加
出前活力朝礼指導の依頼お待ち致しております！
して積極性を生むということです。
活力！朝礼委員長
活力！朝礼委員長 大石 雄一
日常生活に於いての行動力を身につ
けていただくことです。毎週、輪読
...～
..～ モーニングの時間に参加できない方 ～
していただく項目の内容について
も、繰り返し熟読されると実践のヒ .. 八代グランドホテルにてアフタヌーンセミナー
初参加大歓迎です！！
ントが必ず見つかります。
開催日：１月１7
日(木曜日)
次号へ続きます

～
朝朝朝朝をををを制制制制する者者者者はははは人生をををを制制制制する いっしょに学学学学びましょう

引き続き、｢万人幸福の栞｣の輪読
｢万人幸福の栞｣の輪読になります。
｢万人幸福の栞｣の輪読

【モーニングセミナーに参加しての感想】
午前６時の会場の様子です

皆さん熱心です
｢人間力の進化｣

｢凡事徹底｣感動しました。
(桑原商事㈱ 圓佛武文様)
圓佛武文様)

平岡総監督
杉浦委員⻑

｢自分のフィルターを通して自身の中に落とし込
む｣ 人の話を聞き､その通りに１００％実践に繋げ
ることは難しいと思うが､今後 いろんな方の話を聞
く際に“自分のフィルター”に通すことを、意識し
ていきたいと思いました。
「練習時間を 100 分に決めて実施」この話は何かの
記事で知っていましたが､“終わりの時間を決める”
ということで、メリハリをつけてダラダラせずに取り
組めると思うので、これは仕事などにも活かしていけ
る考え方だと思いました。
(㈱オカモト 北岡 聡司 様)
12 月 5 日小林宗義氏｢ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ+活力朝礼のちから｣
日小林宗義氏
本日の講話で印象に残ったのは、社員との関わり
方でした。自分自身も、事業を立ち上げて職員を雇
⽤させて頂きましたが、⻑続きしてもらえなかった
のは、自分自身の接し方に問題があると感じます。
もっと積極的にコミュニケーションを取ろうと感じ
ました。 (柴﨑政俊税理士事務所 柴﨑 政俊 様)

12 月 13 日 ⻘⽊ 洋子 氏 ｢心即太陽｣
今回が４回目のモーニングセミナーです。毎回講
演会で学ぶことばかりで、今日も沢山学びました。
⻘⽊さんの｢⺟の介護｣を通して⺟の寂しさに気付
き、｢苦難｣から｢感謝｣に変わっていかれた心。自

分の気持ちばかりに目を向けていたことを、身
近な⺟に気付かされたとの講話でした。
(㈱豊島 アムローズ 豊島 栄治 様)

八代市旭中央通 1010-1 八代ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
八代ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
TEL:0965TEL:0965-3232-4596 FAX:32FAX:32-4676
八代市倫理法人会 会長 豊田昌裕
(2018121713000)
広報委員長 中竹浩介

