
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を！
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■食場の教養研究会

 

■

 

■地球倫理推進デイ

 

モーニング

 

 
■食場の教養研究会

 4/6（金）

■倫理経営基礎講座

 4/11（水）

■地球倫理推進デイ

 4/14（土

モーニング 

セミナー 

4 月の 

行事 
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■食場の教養研究会（お花見）

）18：30

倫理経営基礎講座 

（水）18：30

■地球倫理推進デイ 

土）  ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ後

 

 

中西浩名誉研究員が、いよいよ高知市に

いらっしゃいます
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すがすがしい時期です。

毎週木曜日

（お花見） 

30～ ｶﾌｪﾊﾞｰＳＡＭＡＳＡＭＡ

 講師：中西浩名誉研究員

30～ 高知商工会館

ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ後 7

中西浩名誉研究員が、いよいよ高知市に

いらっしゃいます

高知市倫理法人会会報誌
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すがすがしい時期です。

毎週木曜日 朝
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ｶﾌｪﾊﾞｰＳＡＭＡＳＡＭＡ

講師：中西浩名誉研究員

高知商工会館 

7：30～ 

中西浩名誉研究員が、いよいよ高知市に

いらっしゃいます！
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特集特集 「富士高原研修所

研修の概要
富士高原研修所

して、あるいは家庭人としての人生をあらためて見

直し、実行によって直ちに正しさが証明できる生活

のすじ道である純粋倫理を元にした倫理経営を通じ

ての、いのち輝く実践力を養成する

あいさつや返事、後始末など、日常生活の基本的な

実践を徹底的に磨き上げ、純粋倫理の基礎的理解を

深めることを主眼に、受講者間のディスカッション

による相互啓発、そして菩提樹を囲む「象徴庭園」

において、富士山麓の大自然と感応し、祖先と通じ

合い、心身を浄化する、当施設オリジナルの実習を

行います。

期待される効果
•無目的な実践ではなく、自己の課題解決に焦点をし

ぼった実践力を選別し、

高める

•夫婦や親子の問題が、経営の問題に直結してること

に気づく

•体験の共有により、法人会役員同士の団結力や共助

力を強める

•実践の決意を胸に起死回生を誓い、気力が充実する

•『万人幸福の栞』の理解を深め、人生観を深める

富士高原研修所

研修の概要 

富士高原研修所

して、あるいは家庭人としての人生をあらためて見

直し、実行によって直ちに正しさが証明できる生活

のすじ道である純粋倫理を元にした倫理経営を通じ

ての、いのち輝く実践力を養成する

あいさつや返事、後始末など、日常生活の基本的な

実践を徹底的に磨き上げ、純粋倫理の基礎的理解を

深めることを主眼に、受講者間のディスカッション

による相互啓発、そして菩提樹を囲む「象徴庭園」

において、富士山麓の大自然と感応し、祖先と通じ

合い、心身を浄化する、当施設オリジナルの実習を

行います。 

期待される効果
•無目的な実践ではなく、自己の課題解決に焦点をし

ぼった実践力を選別し、

高める 

•夫婦や親子の問題が、経営の問題に直結してること

に気づく 

•体験の共有により、法人会役員同士の団結力や共助

力を強める 

•実践の決意を胸に起死回生を誓い、気力が充実する

•『万人幸福の栞』の理解を深め、人生観を深める
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富士高原研修所で行われるセミナーは、経営者と

して、あるいは家庭人としての人生をあらためて見

直し、実行によって直ちに正しさが証明できる生活

のすじ道である純粋倫理を元にした倫理経営を通じ

ての、いのち輝く実践力を養成する

あいさつや返事、後始末など、日常生活の基本的な

実践を徹底的に磨き上げ、純粋倫理の基礎的理解を

深めることを主眼に、受講者間のディスカッション

による相互啓発、そして菩提樹を囲む「象徴庭園」

において、富士山麓の大自然と感応し、祖先と通じ

合い、心身を浄化する、当施設オリジナルの実習を

期待される効果 

•無目的な実践ではなく、自己の課題解決に焦点をし

ぼった実践力を選別し、 

•夫婦や親子の問題が、経営の問題に直結してること

•体験の共有により、法人会役員同士の団結力や共助

•実践の決意を胸に起死回生を誓い、気力が充実する

•『万人幸福の栞』の理解を深め、人生観を深める
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 : 富士研で

で行われるセミナーは、経営者と

して、あるいは家庭人としての人生をあらためて見

直し、実行によって直ちに正しさが証明できる生活

のすじ道である純粋倫理を元にした倫理経営を通じ

ての、いのち輝く実践力を養成する

あいさつや返事、後始末など、日常生活の基本的な

実践を徹底的に磨き上げ、純粋倫理の基礎的理解を

深めることを主眼に、受講者間のディスカッション

による相互啓発、そして菩提樹を囲む「象徴庭園」

において、富士山麓の大自然と感応し、祖先と通じ

合い、心身を浄化する、当施設オリジナルの実習を

•無目的な実践ではなく、自己の課題解決に焦点をし

 

•夫婦や親子の問題が、経営の問題に直結してること

•体験の共有により、法人会役員同士の団結力や共助

•実践の決意を胸に起死回生を誓い、気力が充実する

•『万人幸福の栞』の理解を深め、人生観を深める

高知市倫理法人会

富士研でどんな

で行われるセミナーは、経営者と

して、あるいは家庭人としての人生をあらためて見

直し、実行によって直ちに正しさが証明できる生活

のすじ道である純粋倫理を元にした倫理経営を通じ

ての、いのち輝く実践力を養成する 2 泊 3

あいさつや返事、後始末など、日常生活の基本的な

実践を徹底的に磨き上げ、純粋倫理の基礎的理解を

深めることを主眼に、受講者間のディスカッション

による相互啓発、そして菩提樹を囲む「象徴庭園」

において、富士山麓の大自然と感応し、祖先と通じ

合い、心身を浄化する、当施設オリジナルの実習を

•無目的な実践ではなく、自己の課題解決に焦点をし

•夫婦や親子の問題が、経営の問題に直結してること

•体験の共有により、法人会役員同士の団結力や共助

•実践の決意を胸に起死回生を誓い、気力が充実する

•『万人幸福の栞』の理解を深め、人生観を深める
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どんなことがおこなわれているのか。
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して、あるいは家庭人としての人生をあらためて見

直し、実行によって直ちに正しさが証明できる生活

のすじ道である純粋倫理を元にした倫理経営を通じ

3 日です。

あいさつや返事、後始末など、日常生活の基本的な

実践を徹底的に磨き上げ、純粋倫理の基礎的理解を

深めることを主眼に、受講者間のディスカッション

による相互啓発、そして菩提樹を囲む「象徴庭園」

において、富士山麓の大自然と感応し、祖先と通じ

合い、心身を浄化する、当施設オリジナルの実習を

•無目的な実践ではなく、自己の課題解決に焦点をし

•夫婦や親子の問題が、経営の問題に直結してること

•体験の共有により、法人会役員同士の団結力や共助

•実践の決意を胸に起死回生を誓い、気力が充実する

•『万人幸福の栞』の理解を深め、人生観を深める 
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で行われるセミナーは、経営者と

して、あるいは家庭人としての人生をあらためて見

直し、実行によって直ちに正しさが証明できる生活

のすじ道である純粋倫理を元にした倫理経営を通じ

日です。

あいさつや返事、後始末など、日常生活の基本的な

実践を徹底的に磨き上げ、純粋倫理の基礎的理解を

深めることを主眼に、受講者間のディスカッション

による相互啓発、そして菩提樹を囲む「象徴庭園」

において、富士山麓の大自然と感応し、祖先と通じ

合い、心身を浄化する、当施設オリジナルの実習を

•無目的な実践ではなく、自己の課題解決に焦点をし

•夫婦や親子の問題が、経営の問題に直結してること

•体験の共有により、法人会役員同士の団結力や共助

•実践の決意を胸に起死回生を誓い、気力が充実する 
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特集 

学びのポイント
【感謝の念を深める】
天地の恩、父母の恩愛が凝縮した至上の結晶とし

てのわが身体。富士研でしか味わえない講座・実習

や大自然との対話を通して、父母、先祖、大自然の

恩恵に生かされて生きる自覚を深めます。

【実践力を高める】
「偉大なる常職・セブンアクト」の実践トレーニ

ングは、知らず知らずに身についた心身の「クセ」

を、人の役に立つ「個性」へと変換してくれます。

 

＜セブンアクト＞
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

【純粋倫理を学ぶ】
『万人幸福の栞』を深く学びます。質疑応答の時

間も多く取られていて、さらに学びが深まります。

またグループ研鑚やスピーチ実習による相互体験に

よる交流で、純粋倫理を身体で感得します。

【力を合わせる】
初対面同士の受講者が

短期間で成果を上げていくためのチームワークを体

験します。試行錯誤の中から、自分はどう動き、何

を伝え、どこで力を合わせるかを短時間でミーティ

ングし、チーム・リーダーが統率していく中で企画

力・提案力・構築力を練磨していきます。人間の力

は、うまくいかない時ほど開花していくことの神髄

をぜひ体感してください。

  「富士高原研修所」

学びのポイント
【感謝の念を深める】
天地の恩、父母の恩愛が凝縮した至上の結晶とし

てのわが身体。富士研でしか味わえない講座・実習

や大自然との対話を通して、父母、先祖、大自然の

恩恵に生かされて生きる自覚を深めます。

【実践力を高める】
「偉大なる常職・セブンアクト」の実践トレーニ

ングは、知らず知らずに身についた心身の「クセ」

を、人の役に立つ「個性」へと変換してくれます。

 

＜セブンアクト＞
1.あいさつが示す人がら、

躊躇せず先手で明るくハッキリと

2.返事は好意のバロメーター、

打てば響く「ハイ」の一言

3.気づいたことは即行即止、間髪いれずに実行を

4.先手は勝つ手

5.背筋を伸ばしあごをひく、姿勢は気力の第一歩

6.友情はルールを守る心から、連帯感を育てよう

7.物の整理は心の整理、感謝をこめて後始末

 

【純粋倫理を学ぶ】
『万人幸福の栞』を深く学びます。質疑応答の時

間も多く取られていて、さらに学びが深まります。

またグループ研鑚やスピーチ実習による相互体験に

よる交流で、純粋倫理を身体で感得します。

【力を合わせる】
初対面同士の受講者が

短期間で成果を上げていくためのチームワークを体

験します。試行錯誤の中から、自分はどう動き、何

を伝え、どこで力を合わせるかを短時間でミーティ

ングし、チーム・リーダーが統率していく中で企画

力・提案力・構築力を練磨していきます。人間の力

は、うまくいかない時ほど開花していくことの神髄

をぜひ体感してください。
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学びのポイント
【感謝の念を深める】
天地の恩、父母の恩愛が凝縮した至上の結晶とし

てのわが身体。富士研でしか味わえない講座・実習

や大自然との対話を通して、父母、先祖、大自然の

恩恵に生かされて生きる自覚を深めます。

【実践力を高める】
「偉大なる常職・セブンアクト」の実践トレーニ

ングは、知らず知らずに身についた心身の「クセ」

を、人の役に立つ「個性」へと変換してくれます。

＜セブンアクト＞
あいさつが示す人がら、

躊躇せず先手で明るくハッキリと

返事は好意のバロメーター、

打てば響く「ハイ」の一言

気づいたことは即行即止、間髪いれずに実行を

先手は勝つ手 5 分前、心を整え完全燃焼

背筋を伸ばしあごをひく、姿勢は気力の第一歩

友情はルールを守る心から、連帯感を育てよう

物の整理は心の整理、感謝をこめて後始末

【純粋倫理を学ぶ】
『万人幸福の栞』を深く学びます。質疑応答の時

間も多く取られていて、さらに学びが深まります。

またグループ研鑚やスピーチ実習による相互体験に

よる交流で、純粋倫理を身体で感得します。

【力を合わせる】
初対面同士の受講者が

短期間で成果を上げていくためのチームワークを体

験します。試行錯誤の中から、自分はどう動き、何

を伝え、どこで力を合わせるかを短時間でミーティ

ングし、チーム・リーダーが統率していく中で企画

力・提案力・構築力を練磨していきます。人間の力

は、うまくいかない時ほど開花していくことの神髄

をぜひ体感してください。
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学びのポイント 
【感謝の念を深める】 
天地の恩、父母の恩愛が凝縮した至上の結晶とし

てのわが身体。富士研でしか味わえない講座・実習

や大自然との対話を通して、父母、先祖、大自然の

恩恵に生かされて生きる自覚を深めます。

【実践力を高める】 
「偉大なる常職・セブンアクト」の実践トレーニ

ングは、知らず知らずに身についた心身の「クセ」

を、人の役に立つ「個性」へと変換してくれます。

＜セブンアクト＞ 
あいさつが示す人がら、 

躊躇せず先手で明るくハッキリと

返事は好意のバロメーター、

打てば響く「ハイ」の一言 

気づいたことは即行即止、間髪いれずに実行を

分前、心を整え完全燃焼

背筋を伸ばしあごをひく、姿勢は気力の第一歩

友情はルールを守る心から、連帯感を育てよう

物の整理は心の整理、感謝をこめて後始末

【純粋倫理を学ぶ】 
『万人幸福の栞』を深く学びます。質疑応答の時

間も多く取られていて、さらに学びが深まります。

またグループ研鑚やスピーチ実習による相互体験に

よる交流で、純粋倫理を身体で感得します。

【力を合わせる】 
初対面同士の受講者が 5～9

短期間で成果を上げていくためのチームワークを体

験します。試行錯誤の中から、自分はどう動き、何

を伝え、どこで力を合わせるかを短時間でミーティ

ングし、チーム・リーダーが統率していく中で企画

力・提案力・構築力を練磨していきます。人間の力

は、うまくいかない時ほど開花していくことの神髄

をぜひ体感してください。 

Copyright(C) 高知市倫理法人会

 ：富士研行けばどうなるのか。

 
天地の恩、父母の恩愛が凝縮した至上の結晶とし

てのわが身体。富士研でしか味わえない講座・実習
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恩恵に生かされて生きる自覚を深めます。
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