
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を！

講話
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講話 ハガキ君との出逢いで人生が変わります！
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■

 

■地球倫理推進デイ

 

■

 

■成岡道子氏講演会＆食事会（主催：高知市倫理法人会研修委員会）

  

モーニング

 

 
■経営者の集い

  7/11（水

■地球倫理推進デイ

  7/15（

■家族交流会

  7/22（日

■成岡道子氏講演会＆食事会（主催：高知市倫理法人会研修委員会）

  7/23（

モーニング 

セミナー 

7 月の 

行事 

高知市倫理法人会会報誌

 

経営者の集い 阿部須美子レクチャラー

（水）18：

■地球倫理推進デイ 

（日）  7：

家族交流会 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会＆ﾗﾝﾁ会

（日）10：

■成岡道子氏講演会＆食事会（主催：高知市倫理法人会研修委員会）

（月） 18：

 

 

成岡相談役による特別セミナーがあります！

皆さま、ぜひご参加ください！
 

高知市倫理法人会会報誌
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まもなく梅雨明け宣言

毎週木曜日

阿部須美子レクチャラー

：30～ 高知商工会館

：00～ 十市

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会＆ﾗﾝﾁ会

：00～ ラウンドワン

■成岡道子氏講演会＆食事会（主催：高知市倫理法人会研修委員会）

：30～ 三翠園

成岡相談役による特別セミナーがあります！

皆さま、ぜひご参加ください！

高知市倫理法人会会報誌
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まもなく梅雨明け宣言

毎週木曜日 朝

INFORMATION

阿部須美子レクチャラー

高知商工会館

十市 石土池周辺

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会＆ﾗﾝﾁ会（主催：高知

ラウンドワン

■成岡道子氏講演会＆食事会（主催：高知市倫理法人会研修委員会）

三翠園 会費

成岡相談役による特別セミナーがあります！

皆さま、ぜひご参加ください！

高知市倫理法人会会報誌 
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朝 6：00～

INFORMATION

阿部須美子レクチャラー 

高知商工会館 

石土池周辺  

（主催：高知県倫理法人会

ラウンドワン 

■成岡道子氏講演会＆食事会（主催：高知市倫理法人会研修委員会）

会費 3,000

成岡相談役による特別セミナーがあります！

皆さま、ぜひご参加ください！

2018 年

発行者/高知市倫理法人会
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～7：00 
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倫理法人会

■成岡道子氏講演会＆食事会（主催：高知市倫理法人会研修委員会）

3,000 円 

成岡相談役による特別セミナーがあります！

皆さま、ぜひご参加ください！ 

年 7 月 1 日発行
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ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰでお待ちしてます

ザ クラウンパレス新阪急高知

楽しいイベントに

ぜひご参加ください

 

倫理法人会研修委員会

■成岡道子氏講演会＆食事会（主催：高知市倫理法人会研修委員会） 

成岡相談役による特別セミナーがあります！ 

日発行 高知市倫理法人会

高知市倫理法人会〒781-

All Rights Reserved. 

 

でお待ちしてます

クラウンパレス新阪急高知

今月も 

楽しいイベントに

ぜひご参加ください

(^^) 

研修委員会） 

高知市倫理法人会

-5101 ⾼知市介良⼄

 

でお待ちしてます！

クラウンパレス新阪急高知 

楽しいイベントに 

ぜひご参加ください 

高知市倫理法人会会報制作委員会

⾼知市介良⼄ 993
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媛県の新居浜別子倫理法人会のモーニングセミ

ナーにて講話を行いました。新居浜別子では、「高

知はちきんシリーズ」と題して、イベントを開催。

高知からもたくさん応援に駆け付けたようです。

髙

りました。

報告

講師の一言

高知市普及拡大副委員長の

媛県の新居浜別子倫理法人会のモーニングセミ

ナーにて講話を行いました。新居浜別子では、「高

知はちきんシリーズ」と題して、イベントを開催。

高知からもたくさん応援に駆け付けたようです。

髙石さんの講話は素晴らしく、当単会の株も上が

りました。

 髙石美春報告

 講師の一言

高知市普及拡大副委員長の

媛県の新居浜別子倫理法人会のモーニングセミ

ナーにて講話を行いました。新居浜別子では、「高

知はちきんシリーズ」と題して、イベントを開催。

高知からもたくさん応援に駆け付けたようです。

石さんの講話は素晴らしく、当単会の株も上が

りました。髙石さん、おつかれさまでした。

石美春さんが

 六月の講師
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それぞれの想いを

一言で表現する

このノート。

皆さん、

熱いです

高知市普及拡大副委員長の

媛県の新居浜別子倫理法人会のモーニングセミ

ナーにて講話を行いました。新居浜別子では、「高

知はちきんシリーズ」と題して、イベントを開催。

高知からもたくさん応援に駆け付けたようです。

石さんの講話は素晴らしく、当単会の株も上が

石さん、おつかれさまでした。

さんが県外での

月の講師の皆さん
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それぞれの想いを 

一言で表現する 

このノート。 

皆さん、 

熱いです(^^) 

高知市普及拡大副委員長の髙石美春さんが、愛

媛県の新居浜別子倫理法人会のモーニングセミ

ナーにて講話を行いました。新居浜別子では、「高

知はちきんシリーズ」と題して、イベントを開催。

高知からもたくさん応援に駆け付けたようです。

石さんの講話は素晴らしく、当単会の株も上が

石さん、おつかれさまでした。

県外での出張

の皆さんの

高知市倫理法人会

六月は、

話から始まり、高知東の野村和也さん、

徳島中央倫理法人会の青木直哉さん、高

知市会員の田岡雄さん

した。

工夫の重要性を学ばせてもらいました。

感謝申し上げます。

石美春さんが、愛

媛県の新居浜別子倫理法人会のモーニングセミ

ナーにて講話を行いました。新居浜別子では、「高

知はちきんシリーズ」と題して、イベントを開催。

高知からもたくさん応援に駆け付けたようです。

石さんの講話は素晴らしく、当単会の株も上が

石さん、おつかれさまでした。

出張ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ

の言葉を

高知市倫理法人会 All Rights Reserved.

月は、越智レクチャラーのはがきの講

話から始まり、高知東の野村和也さん、

徳島中央倫理法人会の青木直哉さん、高

知市会員の田岡雄さん

した。働くことの感動や喜び、また創意

工夫の重要性を学ばせてもらいました。

感謝申し上げます。

石美春さんが、愛

媛県の新居浜別子倫理法人会のモーニングセミ

ナーにて講話を行いました。新居浜別子では、「高

知はちきんシリーズ」と題して、イベントを開催。

高知からもたくさん応援に駆け付けたようです。

石さんの講話は素晴らしく、当単会の株も上が

石さん、おつかれさまでした。 

ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ

言葉を紹介させていただきます

All Rights Reserved.

越智レクチャラーのはがきの講

話から始まり、高知東の野村和也さん、

徳島中央倫理法人会の青木直哉さん、高

知市会員の田岡雄さん

働くことの感動や喜び、また創意

工夫の重要性を学ばせてもらいました。

感謝申し上げます。 

高知市会長

ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰに行ってきました

紹介させていただきます
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越智レクチャラーのはがきの講

話から始まり、高知東の野村和也さん、

徳島中央倫理法人会の青木直哉さん、高

知市会員の田岡雄さんに講話して

働くことの感動や喜び、また創意

工夫の重要性を学ばせてもらいました。

 

高知市会長

に行ってきました

紹介させていただきます

越智レクチャラーのはがきの講

話から始まり、高知東の野村和也さん、

徳島中央倫理法人会の青木直哉さん、高

して頂きま

働くことの感動や喜び、また創意

工夫の重要性を学ばせてもらいました。

高知市会長 中 宏文

に行ってきました！

紹介させていただきます！ 

越智レクチャラーのはがきの講

話から始まり、高知東の野村和也さん、

徳島中央倫理法人会の青木直哉さん、高

頂きま

働くことの感動や喜び、また創意

工夫の重要性を学ばせてもらいました。 

宏文 
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特集

最低三つのことは実行しなさい。一つは、あいさつ。もう一つは、お辞儀。三

つめは、ハガキを書くこと。」

ハガキを書き始め、いまや「ハガキ道の伝道師」と呼ばれています。複写はが

きで有名な坂田道信さんです。坂田さんは、「ハガキ

お祈りすることなんです」と教えられたそうです。

逢いで人生

どんどんと仕事に繋がっていき、ご縁が広がり、ハガキによって本当に人生が

変わって

の住所と名前を書き、

書いて、ポストに投函

相手からのハガキが届く、という仕組みです。普段

く、翌週は、ハガキを受け取ったという感謝の言葉がモーニングセミナー会場

にあふれていました。ハガキを書くことで、相手の幸せを祈り、また相手から

も幸せを祈られる、という一連のやりとりを実際に体験することで、確かにハ

ガキによって、人生は変わり、思いは叶い、奇跡が起きる！そう感じさせてい

ただきました。越智相

 あいさつ・お辞儀・ハガキの実践が大事です！特集

「国民教育の父」と謳われた森信三先生

最低三つのことは実行しなさい。一つは、あいさつ。もう一つは、お辞儀。三

つめは、ハガキを書くこと。」

ハガキを書き始め、いまや「ハガキ道の伝道師」と呼ばれています。複写はが

きで有名な坂田道信さんです。坂田さんは、「ハガキ

お祈りすることなんです」と教えられたそうです。

6 月 7 日、愛媛県今

逢いで人生

どんどんと仕事に繋がっていき、ご縁が広がり、ハガキによって本当に人生が

変わっていったそうです。そして、講話

の住所と名前を書き、

書いて、ポストに投函

相手からのハガキが届く、という仕組みです。普段

く、翌週は、ハガキを受け取ったという感謝の言葉がモーニングセミナー会場

にあふれていました。ハガキを書くことで、相手の幸せを祈り、また相手から

も幸せを祈られる、という一連のやりとりを実際に体験することで、確かにハ

ガキによって、人生は変わり、思いは叶い、奇跡が起きる！そう感じさせてい

ただきました。越智相

Copyright(C) 

あいさつ・お辞儀・ハガキの実践が大事です！

「国民教育の父」と謳われた森信三先生

最低三つのことは実行しなさい。一つは、あいさつ。もう一つは、お辞儀。三

つめは、ハガキを書くこと。」

ハガキを書き始め、いまや「ハガキ道の伝道師」と呼ばれています。複写はが

きで有名な坂田道信さんです。坂田さんは、「ハガキ

お祈りすることなんです」と教えられたそうです。

日、愛媛県今

逢いで人生変わる」というテーマで、お話

どんどんと仕事に繋がっていき、ご縁が広がり、ハガキによって本当に人生が

いったそうです。そして、講話

の住所と名前を書き、

書いて、ポストに投函

相手からのハガキが届く、という仕組みです。普段

く、翌週は、ハガキを受け取ったという感謝の言葉がモーニングセミナー会場

にあふれていました。ハガキを書くことで、相手の幸せを祈り、また相手から

も幸せを祈られる、という一連のやりとりを実際に体験することで、確かにハ

ガキによって、人生は変わり、思いは叶い、奇跡が起きる！そう感じさせてい

ただきました。越智相

Copyright(C) 

あいさつ・お辞儀・ハガキの実践が大事です！

「国民教育の父」と謳われた森信三先生

最低三つのことは実行しなさい。一つは、あいさつ。もう一つは、お辞儀。三

つめは、ハガキを書くこと。」

ハガキを書き始め、いまや「ハガキ道の伝道師」と呼ばれています。複写はが

きで有名な坂田道信さんです。坂田さんは、「ハガキ

お祈りすることなんです」と教えられたそうです。

日、愛媛県今治市倫理法人会相談役の越智紀方氏は、「はがき君との出

変わる」というテーマで、お話

どんどんと仕事に繋がっていき、ご縁が広がり、ハガキによって本当に人生が

いったそうです。そして、講話

の住所と名前を書き、それを

書いて、ポストに投函。数日後に、そのハガキが相手の元に送られ、自分にも

相手からのハガキが届く、という仕組みです。普段

く、翌週は、ハガキを受け取ったという感謝の言葉がモーニングセミナー会場

にあふれていました。ハガキを書くことで、相手の幸せを祈り、また相手から

も幸せを祈られる、という一連のやりとりを実際に体験することで、確かにハ

ガキによって、人生は変わり、思いは叶い、奇跡が起きる！そう感じさせてい

ただきました。越智相談役、ありがとうございます。

Copyright(C) 高知市倫理法人会

あいさつ・お辞儀・ハガキの実践が大事です！

「国民教育の父」と謳われた森信三先生

最低三つのことは実行しなさい。一つは、あいさつ。もう一つは、お辞儀。三

つめは、ハガキを書くこと。」 そう言われた一人の男性が、それをきっかけに

ハガキを書き始め、いまや「ハガキ道の伝道師」と呼ばれています。複写はが

きで有名な坂田道信さんです。坂田さんは、「ハガキ

お祈りすることなんです」と教えられたそうです。

治市倫理法人会相談役の越智紀方氏は、「はがき君との出

変わる」というテーマで、お話

どんどんと仕事に繋がっていき、ご縁が広がり、ハガキによって本当に人生が

いったそうです。そして、講話

それを隣のかたと交換しま

数日後に、そのハガキが相手の元に送られ、自分にも

相手からのハガキが届く、という仕組みです。普段

く、翌週は、ハガキを受け取ったという感謝の言葉がモーニングセミナー会場

にあふれていました。ハガキを書くことで、相手の幸せを祈り、また相手から

も幸せを祈られる、という一連のやりとりを実際に体験することで、確かにハ

ガキによって、人生は変わり、思いは叶い、奇跡が起きる！そう感じさせてい

談役、ありがとうございます。
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あいさつ・お辞儀・ハガキの実践が大事です！

「国民教育の父」と謳われた森信三先生いわく

最低三つのことは実行しなさい。一つは、あいさつ。もう一つは、お辞儀。三

そう言われた一人の男性が、それをきっかけに

ハガキを書き始め、いまや「ハガキ道の伝道師」と呼ばれています。複写はが

きで有名な坂田道信さんです。坂田さんは、「ハガキ

お祈りすることなんです」と教えられたそうです。

治市倫理法人会相談役の越智紀方氏は、「はがき君との出

変わる」というテーマで、お話をされました。ハガキを書くことで、

どんどんと仕事に繋がっていき、ご縁が広がり、ハガキによって本当に人生が

いったそうです。そして、講話の中で、

隣のかたと交換しま

数日後に、そのハガキが相手の元に送られ、自分にも

相手からのハガキが届く、という仕組みです。普段

く、翌週は、ハガキを受け取ったという感謝の言葉がモーニングセミナー会場

にあふれていました。ハガキを書くことで、相手の幸せを祈り、また相手から

も幸せを祈られる、という一連のやりとりを実際に体験することで、確かにハ
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