
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を！

 

 

単会運営

田中
高知市倫理法人会

企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を！

倫理法人会で勉強し、
落とし込んでいくことができれば
うまくいくと実感しております
高知市倫理法人会は、今季から会場も役員も替わり
てがリフレッシュした環境になりました。
今期の「学びを深め、世界を楽しむ」というテーマのも
と会員の皆さまと倫理の勉強を楽しんでまいりたいと
思います。
私は、入会しこの４年間にモーニングセミナーで「気づ
きと教え」をたくさん学ばせていただきました。
会社に役立つこと、家庭で役立つこと、人生で役立つこ
と・・・ 
倫理法人会で勉強し、落とし込んでいくことができれば
うまくいくと実感しております。
たくさんの会員の皆さまに高知市倫理法人会
ただき、この良さを体感いただければと思います。
会長と専任幹事をしっかり支えてまいります。
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企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を！

倫理法人会で勉強し、
落とし込んでいくことができれば
うまくいくと実感しております
高知市倫理法人会は、今季から会場も役員も替わり
てがリフレッシュした環境になりました。
今期の「学びを深め、世界を楽しむ」というテーマのも
と会員の皆さまと倫理の勉強を楽しんでまいりたいと
思います。  
私は、入会しこの４年間にモーニングセミナーで「気づ
きと教え」をたくさん学ばせていただきました。
会社に役立つこと、家庭で役立つこと、人生で役立つこ

  
倫理法人会で勉強し、落とし込んでいくことができれば
うまくいくと実感しております。
たくさんの会員の皆さまに高知市倫理法人会
ただき、この良さを体感いただければと思います。
会長と専任幹事をしっかり支えてまいります。
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学びを楽しみ、世界を楽しもう！

企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を！

倫理法人会で勉強し、
落とし込んでいくことができれば
うまくいくと実感しております
高知市倫理法人会は、今季から会場も役員も替わり
てがリフレッシュした環境になりました。
今期の「学びを深め、世界を楽しむ」というテーマのも
と会員の皆さまと倫理の勉強を楽しんでまいりたいと

私は、入会しこの４年間にモーニングセミナーで「気づ
きと教え」をたくさん学ばせていただきました。
会社に役立つこと、家庭で役立つこと、人生で役立つこ

倫理法人会で勉強し、落とし込んでいくことができれば
うまくいくと実感しております。
たくさんの会員の皆さまに高知市倫理法人会
ただき、この良さを体感いただければと思います。
会長と専任幹事をしっかり支えてまいります。

今年度の専任幹事
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高知市倫理法人会会報誌
学びを楽しみ、世界を楽しもう！

企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を！ 

会員の皆様を応援できる人間と
なっていきたい
昨年
もともと何かの会に属すなら、職場や家庭に何か持ち帰
ることができる会がいいなと思っていましたので、紹介
を受けたときは“これだ”と運命的な出会い感じました。
二代目として会社を継いでから５年。責任者として様々
な試練を経験していますが、週一回、心を整理し、気持
ちを落ち着かせてくれるモーニングセミナーと倫理法人
会の皆様には心から感謝しています。
今年度は専任幹事という大役を仰せつかりました。不慣
れな事が多く、中会長、前年の専任幹事でもある近森副
専任幹事をはじめ、新旧の役員や会員の皆様のご協力を
得ながら、まず専任幹事の職務をこなし、会員の皆様を
応援できる人間となっていきたいと思いますので、どう
ぞ暖かい気持ちでご指導ご鞭撻頂ければ幸いです。よろ
しくお願い致します。

倫理法人会で勉強し、人生に
落とし込んでいくことができれば
うまくいくと実感しております
高知市倫理法人会は、今季から会場も役員も替わり
てがリフレッシュした環境になりました。
今期の「学びを深め、世界を楽しむ」というテーマのも
と会員の皆さまと倫理の勉強を楽しんでまいりたいと

私は、入会しこの４年間にモーニングセミナーで「気づ
きと教え」をたくさん学ばせていただきました。
会社に役立つこと、家庭で役立つこと、人生で役立つこ

倫理法人会で勉強し、落とし込んでいくことができれば
うまくいくと実感しております。  
たくさんの会員の皆さまに高知市倫理法人会
ただき、この良さを体感いただければと思います。
会長と専任幹事をしっかり支えてまいります。

専任幹事は、ツートップでやっていきます！
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学びを楽しみ、世界を楽しもう！

会員の皆様を応援できる人間と
なっていきたい
昨年 4 月に入会させて頂いてから
もともと何かの会に属すなら、職場や家庭に何か持ち帰
ることができる会がいいなと思っていましたので、紹介
を受けたときは“これだ”と運命的な出会い感じました。
二代目として会社を継いでから５年。責任者として様々
な試練を経験していますが、週一回、心を整理し、気持
ちを落ち着かせてくれるモーニングセミナーと倫理法人
会の皆様には心から感謝しています。
今年度は専任幹事という大役を仰せつかりました。不慣
れな事が多く、中会長、前年の専任幹事でもある近森副
専任幹事をはじめ、新旧の役員や会員の皆様のご協力を
得ながら、まず専任幹事の職務をこなし、会員の皆様を
応援できる人間となっていきたいと思いますので、どう
ぞ暖かい気持ちでご指導ご鞭撻頂ければ幸いです。よろ
しくお願い致します。

人生に
落とし込んでいくことができれば
うまくいくと実感しております！
高知市倫理法人会は、今季から会場も役員も替わり
てがリフレッシュした環境になりました。  
今期の「学びを深め、世界を楽しむ」というテーマのも
と会員の皆さまと倫理の勉強を楽しんでまいりたいと

私は、入会しこの４年間にモーニングセミナーで「気づ
きと教え」をたくさん学ばせていただきました。 
会社に役立つこと、家庭で役立つこと、人生で役立つこ

倫理法人会で勉強し、落とし込んでいくことができれば

たくさんの会員の皆さまに高知市倫理法人会に来てい
ただき、この良さを体感いただければと思います。
会長と専任幹事をしっかり支えてまいります。 
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学びを楽しみ、世界を楽しもう！

会員の皆様を応援できる人間と
なっていきたい

月に入会させて頂いてから
もともと何かの会に属すなら、職場や家庭に何か持ち帰
ることができる会がいいなと思っていましたので、紹介
を受けたときは“これだ”と運命的な出会い感じました。
二代目として会社を継いでから５年。責任者として様々
な試練を経験していますが、週一回、心を整理し、気持
ちを落ち着かせてくれるモーニングセミナーと倫理法人
会の皆様には心から感謝しています。
今年度は専任幹事という大役を仰せつかりました。不慣
れな事が多く、中会長、前年の専任幹事でもある近森副
専任幹事をはじめ、新旧の役員や会員の皆様のご協力を
得ながら、まず専任幹事の職務をこなし、会員の皆様を
応援できる人間となっていきたいと思いますので、どう
ぞ暖かい気持ちでご指導ご鞭撻頂ければ幸いです。よろ
しくお願い致します。
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高知市倫理法人会は、今季から会場も役員も替わり、全

今期の「学びを深め、世界を楽しむ」というテーマのも
と会員の皆さまと倫理の勉強を楽しんでまいりたいと

私は、入会しこの４年間にモーニングセミナーで「気づ
  

会社に役立つこと、家庭で役立つこと、人生で役立つこ

倫理法人会で勉強し、落とし込んでいくことができれば

来てい
ただき、この良さを体感いただければと思います。 
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学びを楽しみ、世界を楽しもう！ 

http://www.rinri

会員の皆様を応援できる人間と
なっていきたい！ 

月に入会させて頂いてから
もともと何かの会に属すなら、職場や家庭に何か持ち帰
ることができる会がいいなと思っていましたので、紹介
を受けたときは“これだ”と運命的な出会い感じました。
二代目として会社を継いでから５年。責任者として様々
な試練を経験していますが、週一回、心を整理し、気持
ちを落ち着かせてくれるモーニングセミナーと倫理法人
会の皆様には心から感謝しています。
今年度は専任幹事という大役を仰せつかりました。不慣
れな事が多く、中会長、前年の専任幹事でもある近森副
専任幹事をはじめ、新旧の役員や会員の皆様のご協力を
得ながら、まず専任幹事の職務をこなし、会員の皆様を
応援できる人間となっていきたいと思いますので、どう
ぞ暖かい気持ちでご指導ご鞭撻頂ければ幸いです。よろ
しくお願い致します。 

は、ツートップでやっていきます！
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会員の皆様を応援できる人間と

月に入会させて頂いてから 1 年半が経ちました。
もともと何かの会に属すなら、職場や家庭に何か持ち帰
ることができる会がいいなと思っていましたので、紹介
を受けたときは“これだ”と運命的な出会い感じました。
二代目として会社を継いでから５年。責任者として様々
な試練を経験していますが、週一回、心を整理し、気持
ちを落ち着かせてくれるモーニングセミナーと倫理法人
会の皆様には心から感謝しています。 
今年度は専任幹事という大役を仰せつかりました。不慣
れな事が多く、中会長、前年の専任幹事でもある近森副
専任幹事をはじめ、新旧の役員や会員の皆様のご協力を
得ながら、まず専任幹事の職務をこなし、会員の皆様を
応援できる人間となっていきたいと思いますので、どう
ぞ暖かい気持ちでご指導ご鞭撻頂ければ幸いです。よろ

は、ツートップでやっていきます！

純一郎 
高知市倫理法人会 副専任幹事
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会員の皆様を応援できる人間と

年半が経ちました。
もともと何かの会に属すなら、職場や家庭に何か持ち帰
ることができる会がいいなと思っていましたので、紹介
を受けたときは“これだ”と運命的な出会い感じました。
二代目として会社を継いでから５年。責任者として様々
な試練を経験していますが、週一回、心を整理し、気持
ちを落ち着かせてくれるモーニングセミナーと倫理法人

今年度は専任幹事という大役を仰せつかりました。不慣
れな事が多く、中会長、前年の専任幹事でもある近森副
専任幹事をはじめ、新旧の役員や会員の皆様のご協力を
得ながら、まず専任幹事の職務をこなし、会員の皆様を
応援できる人間となっていきたいと思いますので、どう
ぞ暖かい気持ちでご指導ご鞭撻頂ければ幸いです。よろ

は、ツートップでやっていきます！

副専任幹事 
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会員の皆様を応援できる人間と 

年半が経ちました。
もともと何かの会に属すなら、職場や家庭に何か持ち帰
ることができる会がいいなと思っていましたので、紹介
を受けたときは“これだ”と運命的な出会い感じました。
二代目として会社を継いでから５年。責任者として様々
な試練を経験していますが、週一回、心を整理し、気持
ちを落ち着かせてくれるモーニングセミナーと倫理法人

今年度は専任幹事という大役を仰せつかりました。不慣
れな事が多く、中会長、前年の専任幹事でもある近森副
専任幹事をはじめ、新旧の役員や会員の皆様のご協力を
得ながら、まず専任幹事の職務をこなし、会員の皆様を
応援できる人間となっていきたいと思いますので、どう
ぞ暖かい気持ちでご指導ご鞭撻頂ければ幸いです。よろ

は、ツートップでやっていきます！ 
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新役員紹介

 

 

【役員による今年度の
■西岡良事務長
■川上徳夫副事務長
致します
間技術、技能の推進に努力しております。倫理的である、自身を見つめ、自身に問いかけ答えを出す考え方は、職人本来の考え方であ
り、最初に倫理法人会に出会った時から何の違和感も感じる事なく受け入れる事が出来、その教えを素直に実践していく事で、会社・
従業員等関わっていく人々との関係性が向上し、益々倫理活動に楽しみを得ております。今期も一年間大役ですが楽しみながら役に負
けないよう頑張りたいと思います。
皆様が少しでも来てよかったと思って下さるよう、笑顔でお迎えしていきたいと思っております。
会に入会させていただき、本年で
います。本年も経営者として、皆さまと共に学べる事を心より感謝いたします。
持ちとゆるがない意思を持ち、日々気づきと学びを体感させて頂いております。倫理は気づきと学びもそうですが
くこと。実践した経験は必ず夢に繋がる宝物になると信じております。
て日も浅く何をしたらよいのかまだ分かりませんが、皆さんにご迷惑をかけないように、色々な会に参加し、皆様と楽しんで学べる、
そんな場をつくれるよう頑張りたいと思います。
らご迷惑にならないように努めます。
るよう協力させ

県

西田

副会長

小笠原

朝礼委員

池

青年副委員長

宇賀

新役員紹介

役員による今年度の
西岡良事務長：中会長の活動計画に沿った活動予算とその実績管理、そして各役員との連携により、その達成に貢献します。
川上徳夫副事務長
ます。■西田政文県

間技術、技能の推進に努力しております。倫理的である、自身を見つめ、自身に問いかけ答えを出す考え方は、職人本来の考え方であ
り、最初に倫理法人会に出会った時から何の違和感も感じる事なく受け入れる事が出来、その教えを素直に実践していく事で、会社・
従業員等関わっていく人々との関係性が向上し、益々倫理活動に楽しみを得ております。今期も一年間大役ですが楽しみながら役に負
けないよう頑張りたいと思います。
皆様が少しでも来てよかったと思って下さるよう、笑顔でお迎えしていきたいと思っております。
会に入会させていただき、本年で
います。本年も経営者として、皆さまと共に学べる事を心より感謝いたします。
持ちとゆるがない意思を持ち、日々気づきと学びを体感させて頂いております。倫理は気づきと学びもそうですが
くこと。実践した経験は必ず夢に繋がる宝物になると信じております。
て日も浅く何をしたらよいのかまだ分かりませんが、皆さんにご迷惑をかけないように、色々な会に参加し、皆様と楽しんで学べる、
そんな場をつくれるよう頑張りたいと思います。
らご迷惑にならないように努めます。
るよう協力させて頂き、高知市倫理法人会のために頑張りたいと思います。

県普及拡大委員長 

西田 政文 

副会長 

小笠原 泰英

朝礼委員 

池 誠二 

青年副委員長 

宇賀 美佐 
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特集

倫理法人会の会員特典の一つである『倫理指導』。

すが、まだ受けたことがないかたからは

そこで今回は、Ｑ＆Ａ方式にて

 

Ｑ１）『倫理指導』ってな

Ａ）経営のこと、家庭内のこと、子どものこと、病気のことや、その他種々の悩みについて、倫理に基

Ｑ２）料金はかか

Ａ）倫理法人会の会員であれば無料で受けられます。

Ｑ３）誰が指導してくれるのですか？

Ａ）倫理経営基礎講座で来高される倫理研究所研究員・法人スーパーバイザー・法人アドバイザー、な

Ｑ４）指

Ａ）来県スケジュールは２か月先まで決定しておりますのでそちらをご覧いただき、ご検討ください。

Ｑ５）希望の指導者にはどのようにして連絡をとればいいですか。

Ａ）指導者の連絡先がわかれば直接ご連絡ください。連絡先がご不明の場合は、県事務局にお問い合わ

Ｑ６）どういう時間帯に受けられますか。

Ａ）おもに倫理経営基礎講座の前後やモーニングセミナーの後などの時間帯となります。

Ｑ７）事前に提出する書類などはありま

Ａ）必ず提出するというものではありませんが、

Ｑ８）指導を受けたい内容を知られたくないのですが…。

Ａ）指導者は指導内容を漏らすことはありません。ご安心ください。また、事務局へお問い合わせの際
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