
■5月モーニングセミナー予定表

　５月　１日（月）～　６日（土） 　　第１４条（心即太陽）希望は心の太陽である

　５月　７日（日）～１３日（土） 　　第１５条（信成万事）信ずれば成り、憂えれば崩れる

　５月１４日（日）～２０日（土） 　　第１６条（尊己及人）己を尊び人に及ぼす

　５月２１日（日）～２７日（土） 　　第１７条（人生神劇）人生は神の演劇、その主役は己自身である

　５月２８日（日）～３１日（水） 　　第　１条（日々好日）今日は最良の一日、今は無二の好機

流山市倫理法人会 毎週火曜日 AM6:00～7:00 野田市倫理法人会 毎週金曜日 AM6:00～7:00

住所：流山市西深井1028-44 県事務局連絡先：047-334-2145 住所：野田市野田339 県事務局連絡先：047-334-2145

柏市倫理法人会 毎週火曜日 AM6:00～7:00 柏市南倫理法人会 毎週木曜日 AM6:00～7:00

住所：柏市末広町14-1 県事務局連絡先：047-334-2145 住所：柏市風早1-6-16 県事務局連絡先：047-334-2145

柏の葉倫理法人会 毎週水曜日 AM6:00～7:00 東葛倫理法人会 毎週金曜日 AM6:00～7:00

住所：柏市十余二403-4 県事務局連絡先：047-334-2145 住所：柏市南柏中央6-1 県事務局連絡先：047-334-2145

会場：サンコーテクノ株式会社 流山センター2階(流山工業団地内)　(Tel.04-7152-5111) 会場：野田商工会議所別館2Ｆ

会場：ザ・クレストホテル柏　(Tel.04-7146-1111) 会場：柏市沼南商工会館　(Tel.04-7191-2803)

会場：ウインズ南柏7F　(Tel.04-7176-8666)会場：柏の葉 倫理会館 ぬくもりホー ル　(Tel.04-7134-3000)

5月栞テーマ
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休会

原島和雄 県キャリア副委
員長

言葉のマジック！！

苦難は幸福の門～私の創業ストー
リー～

反始慎終～誰がその牡丹餅を置い
たのか～

加藤由喜子 東京都葛飾区
専任幹事

◆吉村伸子　東京都港区専
任幹事

小川智之　千葉市中央区幹
事

26

19

12

5

会員スピーチ

◆荒井久満　法人アドバイ
ザー

竹内義彦　松戸市中央キャ
リア・アドバイザー

易不易の原理

倫理で学んだこと

諦めない！

2

商売40年、倫理35年で教わった事

つながりを感じること

9

16

9

16

倫理からのおくりもの

辞めない社員の育て方　栞は判断
の基準

得るは捨つるにあり

物境不離

◆ ◆石渡恭子　柏市南相談役

長嶋　徹　法人局顧問

◆花野井 勝浩 法人スー
パーバイザー

25
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11

4

◆福田祐子　東京都紀尾井
町副専任幹事

餅田則雄　県副幹事長

松尾隆德　法人アドバイ
ザー

倫理ヨガ

倫理実践ビフォーアフター

普及は研修

事業承継と倫理　～弱者のたたか
い～

◆北野　弘　白井・印西会
長

金子寿次　八千代市相談役

◆ヤセ騎士 埼玉県 新座・
志木倫理法人会 会長

寒竹郁夫　県相談役

◆戸田栄造 法人アドバイ
ザー

 木村健二松戸市中央キャリ
ア・アドバイザー

内田智士　倫理文化研究セ
ンター 次長

仁科君子　千葉市稲毛区会
長

大久保俊輝　新松戸相談役

休会

地球からのギフト

万笑我師

夢なき者に成功なし ｰ 歴史に学ぶ
経営戦略 ｰ

26
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5

池田梨加子　県モーニング
セミナー副委員長

宮内秀樹 研究員

◆花野井 勝浩 法人スー
パーバイザー

七つの原理・まとめ

命輝いて

足下(そっか)の実践を磨く

物境不離
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■5月モーニングセミナー予定表

松戸市倫理法人会 毎週木曜日 AM6:00～7:00 鎌ケ谷市倫理法人会 毎週土曜日 AM6:00～7:00

住所：松戸市松戸新田24-13 県事務局連絡先：047-334-2193 住所：鎌ケ谷市南初富6-5-60 県事務局連絡先：047-334-2193

松戸市中央倫理法人会 毎週火曜日 AM6:00～7:00 白井・印西倫理法人会 毎週水曜日 AM6:00～7:00

住所：松戸市根木内681-1 県事務局連絡先：047-334-2193 住所：印西市中央南1-10 県事務局連絡先：047-334-2193

新松戸倫理法人会 毎週月曜日 AM6:00～7:00

住所：松戸市六実1-6-2 県事務局連絡先：047-334-2193

船橋市倫理法人会 毎週水曜日 AM6:00～7:00 市川市倫理法人会 毎週木曜日 AM6:00～7:00

住所：船橋市本町2-9-3 県事務局連絡先：047-334-9553 住所：市川市市川1-3-18 県事務局連絡先：047-334-9553

会場：万星別館　(Tel.047-361-4531) 会場：鎌ケ谷市商工会館　(Tel.047-443-5565)

会場：松戸中央自動車学校　(Tel.047-340-2800) 会場：ホテルマークワンCNT　(Tel.0476-48-4141)

会場：虹のホール　(Tel.047-712-2733)

会場：セミナーハウス クロス・ウェーブ船橋　(Tel.047-436-0111) 会場：市川グランドホテル　(Tel.047-324-1121)
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倫理で学んだこと

倫理との歩み

良い会社を創ろう

勤労歓喜

竹内義彦　松戸市中央キャ
リア・アドバイザー

杉崎一男　千葉市中央区相
談役

朝倉幹雄　法人アドバイ
ザー

準備中

生稲真巳　館山市副会長
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休会

大熊富夫　法人アドバイ
ザー

藤代祐孝　キャリア委員長

◆小澤徳子　柏の葉相談役

浦田　昇　東葛会長

1

8

15

22

秋葉邦男　理事

休会

宇都　進　研究員
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25 27
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渡辺光太郎　東葛専任幹事

◆梅岡隼子　千葉市美浜区
会員　/　仕遊館 書道家・
フリーライター

戸田徹男　名誉研究員前向きな行動大竹和子　京葉地区長

深田謙二　野田市会長

河野武彦　法人アドバイ
ザー

◆東川裕之 東京都中央副
地区長

即行の実践　倫理は気付きと学び
の連続

休会

純情（すなお）に生きる

起業経営者における倫理経営の必
要性

偶然

実践と脱践

もう一人の自分を育てる

親子と夫婦の倫理 31

24

17

10

3

足下の実践（そっかのじっせん）

新型コロナウィルスは我々に何を
もたらしたか

森　章　木更津市副会長

◆石井久充　新松戸会長

新原隆一　名誉研究員

休会

努力は実る

目的と目標

短歌と普及の共通点

百は桃だよ！全員集合 〜100日実
践報告88日目〜

◆反町美穂　神奈川県横浜
市神奈川区 会長

山口庸一　君津市法人支苑
しきなみ短歌会世話役

◆有村忠　市川市監査

性は命の根元

倫理と事業承継

魂が喜ぶ方へ

岡庭武利　名誉法人アドバ
イザー

◆舊役好之　(株)カー
ビューティ―アイアイシー
代表取締役会長

小幡　倖　君津市相談役
生かされて生きる「倫理を愉し
む」

理想の会社は理想家庭から

己が一切である。攻め心を感謝に
変えて

光圀と吉宗そして国家

大転換期をいかに乗りきるか

休会
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■5月モーニングセミナー予定表

習志野市倫理法人会 毎週火曜日 AM6:00～7:00 八千代市倫理法人会 毎週金曜日 AM6:30～7:30

住所：習志野市津田沼4-11-14 県事務局連絡先：047-334-9553 住所：佐倉市ユーカリが丘4-8-1 県事務局連絡先：047-334-9553

船橋市中央倫理法人会 毎週木曜日 AM6:30～7:30 市川市中央倫理法人会 毎週火曜日 AM6:00～7:00

住所：船橋市本町1丁目10-10 県事務局連絡先：047-334-9553 住所：市川市市川1-3-18 県事務局連絡先：047-334-9553

浦安市倫理法人会 毎週月曜日 AM6:00～7:00 行徳倫理法人会 毎週金曜日 AM6:30～7:30

住所：浦安市北栄4-20-10 県事務局連絡先：047-334-9553 住所：千葉県市川市塩浜2-33-1 県事務局連絡先：047-334-9553

千葉市倫理法人会 毎週木曜日 AM6:00～7:00 四街道市倫理法人会 毎週金曜日 AM6:00～7:00

住所：千葉市中央区中央1-11-1 県事務局連絡先：047-334-2156 住所：四街道市鹿渡895-14 県事務局連絡先：047-334-2156

19

12

5

風立ちぬ

やまとの品格を身にまとう

全ては自分次第 ～やり直しはでき
なくても出直すことならできる～

誰でも再チャレンジできる社会に
◆伊澤裕一郎　習志野市
キャリア・アドバイザー

秋元政寛　君津市専任幹事

会場：浦安倫理会館　(Tel.090-8116-4865)

会場：三井ガーデンホテル千葉　(Tel.043-224-1131) 会場：四街道市商工会館　(Tel.043-422-2037)

会場：ウィシュトンホテル・ユーカリ　(Tel.043-489-6111)会場：習志野市商工会議所 3F 大会議室　(Tel.047-452-6700)

会場：船橋商工会議所　(Tel.047-432-0211) 会場：市川グランドホテル　(Tel.047-324-1121)
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◆福場敏夫　江戸川区幹事

◆小澤君江　茨城県副幹事
長

藤麻一三　法人局顧問

柴田栄樹　上総安房地区長

幸福になるための道　～栞が道を
しめしてくれる〜

家系図と倫理指導の実践で人生V字
回復

休会

◆参議院議員　鈴木宗男氏

◆第29代航空幕僚長　田母
神俊雄氏

国際ビジネス＆スポーツア
ナリスト　タック 川本氏

澤田省悟　法人レクチャ
ラー／東京都紀尾井町会長

25

5

12

19

26

4

11

18

4

11

18

25

1

8

15

22

2
起業経営者における倫理経営の必
要性

深田謙二　野田市会長

原八郎　鎌ヶ谷市相談役

◆天明茂　(一社)人間力大
学校長

休会

堀朋幸　松戸市会長

猿渡希　研究員

休会

有坂宏一　研究員

◆橋詰美咲　市川市中央会
長

◆香山万由理　霞が関幹事
／(一社)ファーストクラス
アカデミー 【 FCA 】

髙尾博司　館山市相談役

26

9

2

人は鏡

小川芳史　船橋市中央副会
長

池田孝　東葛北地区 副地
区長

運が味方する生き方

「気づき」がその後の人生を変え
る。

会場：CVS・BAY HOTEL　(Tel.047-390-3300)

5 休会

12 中村淳　船橋市幹事 (続)私の飛び込み営業　捨我得全

そうかそうだったのか！答えはす
べて栞にあったんだ！

純粋倫理を学ぶ

それでもやっぱり、私は笑う

姿勢が変われば未来が変わる！健
康の8原則

人生76年目の棚卸し

岡本昌克　いすみ市相談役

◆松尾ジュリエット吉子
(株)ジュリエット 代表取
締役

伊藤勇二　法人アドバイ
ザー

メジャーリーグ球団 ここが違う！

転落し続ける日本

日本を取り巻く国際情勢

駒村武夫　白井・印西相談
役

休会

◆重信隼人　千葉市花見川
区専任幹事

30

23

16

◆吉田悦花　東京都目黒区
相談役

休会

12000人の反対署名～苦難福門～

花一輪

全ての人生　パート２

なかなか変われない自分

ウチナーンチュとして実践し続け
ていること

『タビビトゆうじ』がアフリカを
歩いたら・・・？！

役が人を育てる

はいの実践と感謝 ～倫理指導を受
けて～

26 十川正啓　県研修副委員長 更なる出発、共に歩こう！

19
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■5月モーニングセミナー予定表

千葉市美浜区倫理法人会 毎週火曜日 AM6:00～7:00 千葉市中央区倫理法人会 毎週木曜日 AM6:00～7:00

住所：千葉市美浜区ひび野2-120-3 県事務局連絡先：047-334-2156 住所：千葉市中央区中央港1-13-3 県事務局連絡先：047-334-2156

千葉市花見川区倫理法人会 毎週水曜日 AM6:00～7:00 千葉市稲毛区倫理法人会 毎週土曜日 AM6:00～7:00

住所：千葉市花見川区検見川町1-1 県事務局連絡先：047-334-2156 住所：千葉市美浜区ひび野2-10-3 県事務局連絡先：047-334-2156

佐倉市倫理法人会 毎週火曜日 AM6:30～7:30

住所：佐倉市ユーカリが丘4-8-1 県事務局連絡先：047-334-2156

成田市倫理法人会 毎週月曜日 AM6:00～7:00 香取市倫理法人会 毎週木曜日 AM6:00～7:00

住所：成田市小菅700 県事務局連絡先：047-334-2194 住所：香取市北3-2-28 YKビル2F 県事務局連絡先：047-334-2194

会場：株式会社リビング＆ルーム　(Tel.0478-54-0111)

会場：オークラ千葉ホテル　(Tel.043-248-1111)

会場：検見川神社 客殿　(Tel.043-273-0001) 会場：ホテルグリーンタワー幕張　(Tel.043-296-1122)

会場：アートホテル成田(旧 成田ビューホテル)　(Tel.0476-32-1111)

1

8
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3
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17
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27

20
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6休会

◆朝倉猛　千葉市花見川区
相談役

永木保史　法人スーパーバ
イザー

増田彰司　名誉法人アドバ
イザー

餅田則雄　副幹事長

9

16

23

30

25

18

11

4

杉本雅樹　館山市相談役

伊藤勇二　法人アドバイ
ザー

◆会員スピーチリレー

綱島清司　八街市相談役 明日の仕事を今日する

美浜区の仲間のこともっと知りた
～い新企画第5弾！

『タビビトゆうじ』がアフリカを
歩いたら・・・？！

るんるんの魔法 〜倫理経営ってな
んだ？〜

2
大槻洋一 京葉地区副地区
長

会場：ホテルニューオータニ幕張　(Tel.043-297-7777)

倫理を学んで奇跡が起こる？

十川正啓 県研修副委員長

◆榊原信 当会副専任幹事
／石原裕久 当会副事務長
／阿部智 当会会員／西川

濱野将樹　市川市副会長

小林桂子　名誉法人アドバ
イザー

中村淳　船橋市幹事

継続は力

継続は力なり

努力と運

実家依存症の治療法

25

18

11

4◆深瀬久志 市川市会長

◆貴嶋美知子 県女性委員
長

◆横山英樹 県事務長

阿部敏雄 法人レクチャ
ラー/新潟県会長

更なる出発、共に歩こう！

私の人生、すべて倫理

役を受け切る

千葉県産、選挙と倫理の和えもの

神谷善高 法人スーパーバ
イザー

◆後藤ひろこ 元潮来市議
会議員

「営業と倫理」 セールスパーソン
にとって最も必要なこと

人生チャチャチャ

明朗愛和、運命自招、おせっかい
のススメ

稲毛メンズクラブ　17か条と自分

気づく

人生に無駄はない

私の飛び込み営業

人の喜び、我が喜び 休会

関根洋一 千葉地区地区長

純情（すなお）な倫理経営の実践

2人の母

モーニングセミナーで売上５倍
に！

会場：ウィシュトンホテル・ユーカリ　(Tel.043-489-6111)

休会

大野雅彦　船橋市専任幹事

森田日記　八千代市幹事

◆高橋恵　一般社団法人お
せっかい協会 会長

2 宇都進　研究員 足下(そっか)の実践

9
◆山藤久江　佐倉市専任幹
事

倫理の学びのお陰様！

30
戸田栄造　法人アドバイ
ザー

倫理で救われた我が人生

16 ◆秦亮三　佐倉市相談役
平安京をつくった謎の渡来人秦氏
とは

23
浅野洋一　法人スーパーバ
イザー

コロナ禍後だからこそ〇〇で倫理
実践
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■5月モーニングセミナー予定表

銚子市倫理法人会 毎週火曜日 AM6:00～7:00 八街市倫理法人会 毎週金曜日 AM6:00～7:00

住所：銚子市西芝町11-2 県事務局連絡先：047-334-2194 住所：八街市八街ほ224 県事務局連絡先：047-334-2194

匝瑳市倫理法人会 毎週火曜日 AM6:00～7:00

住所：匝瑳市八日市場イ2404-1 県事務局連絡先：047-334-2194

市原市倫理法人会 毎週木曜日 AM6:00～7:00 茂原市倫理法人会 毎週火曜日 AM6:00～7:00

住所：市原市五井5584-1 県事務局連絡先：047-334-2195 住所：茂原市茂原519 県事務局連絡先：047-334-2195

いすみ市倫理法人会 毎週木曜日 AM6:00～7:00 千原倫理法人会 毎週金曜日 AM6:00～7:00

住所：いすみ市大原7838 県事務局連絡先：047-334-2195 住所：市原市五井5584-1 県事務局連絡先：047-334-2195

会場：大原文化センター　(Tel.0470-63-1222)

30

会場：銚子プラザホテル　(Tel.0479-22-0070) 会場：八街市商工会議所　(Tel.043-443-3021)

会場：匝瑳市商工会館　(Tel.0479-72-2528)

会場：五井グランドホテル　(Tel.0436-23-1211) 会場：大和屋重平　(Tel.0475-24-1185)

25

18

11

4 休会

◆松井一敬　(株)フィエス
タプロジェクト 代表取締
役

松枝秀雄　教育業務部研究
員

◆伊藤丈雄　山口県萩市幹
事

ミュージカルは明朗愛和への近道
～夫婦で乗り越えたコロナ禍の危
機～

今を活かす

アニマルウェルフェアの未来につ
いて

田中由夫　柏の葉相談役

4

11

18

25

30

23

16

9

2

9

2

2

9

16

23

30

23

16

休会

伊藤勇二 法人アドバイ
ザー

大久保正人 東金市幹事

◆久保田 康将 当会会員
（NBCコンサルタンツ）

倫理での学び

銚子の未来　これからの千葉

『アトツギ』の覚悟 ～父にもらっ
た創業者の形見～

良い結果は心の準備から

自分ではなく、相手のために動
く！

5

12

19

26

御園生 幸雄 千原会長

荒井久満 法人アドバイ
ザー

大田嘉之 千葉地区副地区
長

◆宮川   太  千葉県議会
議員

動いてみよう

倫理でご褒美

10年前から10年後へ

しなやかに生きる

人生は片道キップの長い旅

休会

◆高澤真　市原市会長

中村恒一　法人アドバイ
ザー

◆小倉淳(おぐら あつし)
NPO法人 光と風と夢

保科豊和 八千代市会長

休会

押田博子 いすみ市幹事

◆嶋田 幸弘 株式会社
BELSTA　代表取締役

山田憲市 法人アドバイ
ザー

19

26

休会

南雲宏之　倫理塾委員長

五十嵐勝昭　法人アドバイ
ザー

◆横地伸泰　愛知県MS委員
長

泉水栄二　県MS副委員長

苅込重人　君津市会長

◆新会員スピーチリレー

千葉桂子　千葉市しきなみ
短歌会世話役

田畑章　理事

会場：五井グランドホテル　(Tel.0436-23-1211)

模型人生の中で思う倫理実践

なんのために

5

12

『タビビトゆうじ』がアフリカを
歩いたら・・・？！

一隅を照らす

新しい会員獲得戦略を考える　～
今 必要な３つのパラダイムシフト
～

支払日 人生で一番楽しい日

「即実践で人生が180度激変」 ～
倫理指導の偉力〜

実践入魂

短歌による心の浄化

「最後は人柄で決まる」～家庭は
朝ドラ、仕事は大河ドラマ～
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■5月モーニングセミナー予定表

東金市倫理法人会 毎週水曜日 AM6:00～7:00 館山市倫理法人会 毎週金曜日 AM6:00～7:00

住所：東金市東金1406 県事務局連絡先：047-334-2195 住所：館山市船形1452 県事務局連絡先：047-334-2145

君津市倫理法人会 毎週水曜日 AM6:00～7:00 木更津市倫理法人会 毎週木曜日 AM6:00～7:00

住所：君津市中野4-6-28 県事務局連絡先：047-334-2145 住所：木更津市大和1-2-1 県事務局連絡先：047-334-2145

袖ケ浦市倫理法人会 毎週火曜日 AM6:00～7:00 鴨川市倫理法人会 毎週月曜日 AM6:00～7:00

住所：袖ケ浦市福王台3-1-3 県事務局連絡先：047-334-2145 住所：鴨川市西町1179 県事務局連絡先：047-334-2145

みんなが健康もっと元気な会社づ
くり

倫理指導と実践力

倫理からのおくりもの

7万社大会映像視聴

会場：ハミルトンホテル上総　(Tel.0439-54-3030)

会場：袖ヶ浦市商工会館　(Tel.0438-62-0539)

◆倫理法人会7万社大会映
像視聴会

仁科君子　千葉市稲毛区会
長

山藤利夫　佐倉市相談役

30

23

16

9

2

17

24

31

鳴滝真吾　八千代市副専任
幹事

◆助森眞也　木更津市専任
幹事

加藤正芳　松戸市相談役

濱野将樹　市川市副会長

市川伊知郎　法人レクチャ
ラー/長野県佐久南副会長

木田敏克　八千代市専任幹
事

那須隆　理事

俺と親父と時々倫理

31

5

12

19

26

3

10

◆会場清掃

福原孝彦　袖ヶ浦市副会長

佐藤直子　下総地区地区長

中野節子　新潟県下越地区
長

◆企画準備中(自主企画）

3

10

17

24

会場：八鶴亭別館 さくらホール　(Tel.0475-54-7830)

障害福祉と花産業.農福連携には倫
理が必須

役を受けきる～その先に見えるも
の～

時代の流れと倫理

日頃の感謝を込めて！さくらホー
ル周辺の大掃除

気づく

脱サラリーマンから見た農業経営
と事業承継

別れと出合い

決める！やる！続ける！

「鏡」の原理　〜自分をあらため
天命を知る～

8

15

22

29

1

会場：館山船形漁協 漁業総合センター　(Tel.0470-27-2111)

小林剛　館山市会長

白沼崇　船橋市会長

松森悦子　法人スーパーバ
イザー

◆泉水繁幸 氏

鈴木宏明　県MS委員長

鈴木英人　県副幹事長

山口庸一　君津市しきなみ
世話役

◆上村啓生　神奈川県研修
委員長

商売の日常心得~八箇条

倫理で大切なことはみんな仲間か
ら教わった

子育てからの日本創生

これからの時代に求められる教育

自分ではなく、相手のために動
く！

ねばり強く生き抜く

短歌の効用

受けっぷりの良さが人生を変える

医師は祈りに何を見出すのか

徳福一致の経営

会場：木更津ワシントンホテル　(Tel.0438-42-1122)

会場：鴨川館　(Tel.04-7093-4111)

金児清悦　船橋市中央キャ
リア・アドバイザー

◆鈴木希彦 鴨川市教育長

御園生幸雄　千原会長

山﨑貞雄　法人アドバイ
ザー

◆山田博樹　君津市幹事

11

4

25

18

今日をチャンスに変える

倫理指導の偉力

がんステージⅣを宣告された私が
もうすぐ１０年になるのに元気な
理由
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■6月モーニングセミナー予定表

 ６月 １⽇（⽊）〜 ３⽇（⼟）   第 １条（⽇々好⽇）今⽇は最良の⼀⽇、今は無⼆の好機
 ６月 ４⽇（⽇）〜１０⽇（⼟）   第 ２条（苦難福門）苦難は幸福の門
 ６月１１⽇（⽇）〜１７⽇（⼟）   第 ３条（運命自招）運命は自らまねき、境遇は自ら造る
 ６月１８⽇（⽇）〜２４⽇（⼟）   第 ４条（万象我師）人は鏡、万象はわが師
 ６月２５⽇（⽇）〜３０⽇（⾦）   第 ５条（夫婦対鏡）夫婦は⼀対の反射鏡

流⼭市倫理法人会 毎週⽕曜⽇ AM6:00〜7:00 野⽥市倫理法人会 毎週⾦曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓流⼭市⻄深井1028-44 県事務局連絡先︓047-334-2145 住所︓野⽥市野⽥339 県事務局連絡先︓047-334-2145

柏市倫理法人会 毎週⽕曜⽇ AM6:00〜7:00 柏市南倫理法人会 毎週⽊曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓柏市末広町14-1 県事務局連絡先︓047-334-2145 住所︓柏市風早1-6-16 県事務局連絡先︓047-334-2145

柏の葉倫理法人会 毎週⽔曜⽇ AM6:00〜7:00 東葛倫理法人会 毎週⾦曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓柏市⼗余⼆403-4 県事務局連絡先︓047-334-2145 住所︓柏市南柏中央6-1 県事務局連絡先︓047-334-2145

松⼾市倫理法人会 毎週⽊曜⽇ AM6:00〜7:00 鎌ケ⾕市倫理法人会 毎週⼟曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓松⼾市松⼾新⽥24-13 県事務局連絡先︓047-334-2193 住所︓鎌ケ⾕市南初富6-5-60 県事務局連絡先︓047-334-2193

松⼾市中央倫理法人会 毎週⽕曜⽇ AM6:00〜7:00 ⽩井・印⻄倫理法人会 毎週⽔曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓松⼾市根⽊内681-1 県事務局連絡先︓047-334-2193 住所︓印⻄市中央南1-10 県事務局連絡先︓047-334-2193

人生76歳の棚卸し

会場︓ウインズ南柏7F (Tel.04-7176-8666)

12000人の反対署名〜苦難福門〜

思わぬ倫理体験

◆⼩林 剛 館⼭市会⻑

県講師配当中

石渡恭子 柏市南相談役

中⻄康成 研修室研究員

◆柴⽥栄樹 上総安房地区地区⻑

井上 郷 市川市中央副専任幹事

河野武彦 法人アドバイザー

最幸の人生を送る三つの⼒

28

21

14

7

駒村武夫 ⽩井・印⻄相談役

30

23

16

9

起業経営者における倫理経営の必要性

守愚

苦難からの気づき

会場︓万星別館 (Tel.047-361-4531) 会場︓鎌ケ⾕市商⼯会館 (Tel.047-443-5565)

倫理と私

1

8

15

22

29

24

17

10

3

◆永井まな 法律事務勤務・クラフトビール講師・ラテンダンサー 2度生死と向き合いたどり着いたこと

ジェットコースター人生を⽌めろ︕

私の飛び込み営業

更なる出発、共に歩こう︕

風⽴ちぬ

痛快倫理

29

22

井岡秋夫 法人スーパーバイザー

県講師配当中

猪崎紀人 東⾦市事務⻑

◆吉野みずほ ミュージカル⼥優

中村 淳 船橋市幹事

⼗川正啓 研修副委員⻑

20

髙尾博司 館⼭市相談役

2

27

森⽥⽇記 八千代市幹事

30

23

斎藤俊夫 鴨川市相談役

7

14

21

28

会場︓柏の葉 倫理会館 ぬくもりホー ル (Tel.04-7134-3000)

心を合わせる

⾦児清悦 船橋市中央キャリア・アドバイザー

猿渡 希 研究員

⼩川智之 千葉市中央幹事
◆櫻⽥ 慎太郎 さくらコーポレーション(株) 代表取締役

◆澤⽥良雄 流⼭市監査

宇都 進 研究員

吉⽥ 平 法人スーパーバイザー

足下の実践（そっかのじっせん） 

倫理運動の原点と実践の意味

ゴミ拾いが国の法律(自然災害推進法)になった話︕

6

13

20

6月栞テーマ

会場︓サンコーテクノ株式会社 流⼭センター2階(流⼭⼯業団地内) (Tel.04-7152-5111) 会場︓野⽥商⼯会議所別館2Ｆ

関 道子 県研修委員⻑

明⽇の仕事を今⽇する綱島清司 八街市相談役

中⻄康成 研修室研究員 最幸の人生を送る三つの⼒

2

人生⼀回︕喜んでやり抜く︕︕16

9

◆⼤井⺒喜彦 当会会員

◆上村啓生  神奈川県⻘年委員⻑

⾦児隆幸 船橋市中央相談役

27

天候気候と事業の盛衰

社員がいうことを聞きません︕

運命自招

会場︓ザ・クレストホテル柏 (Tel.04-7146-1111) 会場︓柏市沼南商⼯会館 (Tel.04-7191-2803)

◆企画準備中(自主企画)

幸福の法則

15

8

1

新原隆⼀ 名誉研究員

俺と親⽗と時々倫理 渡邉元貴 県副会⻑

あせらず・くさらず・あきらめず

6

13

⽊⽥敏克 八千代市専任幹事

⼯藤直彦 法人スーパーバイザー

子育てからの⽇本創生

人は鏡

反始慎終〜誰がその牡丹餅を置いたのか〜

⽇本人の常識「天皇と皇室」

もう⼀人の自分を育てる

⼀隅を照らす⼤久保正人 東⾦市幹事

⼩澤徳子 柏の葉相談役

清⽔良朗 法人スーパーバイザー

⽥中⼀善 野⽥市副会⻑ 地域を⽀える⻘年経済人として

深⽥謙⼆ 野⽥市会⻑

瀧 照正 船橋市副会⻑

初⼭浩重 千葉市花⾒川区相談役

◆錦織弘武 鎌ケ⾕市事務⻑

6

13

20

27

会場︓松⼾中央自動⾞学校 (Tel.047-340-2800) 会場︓ホテルマークワンCNT (Tel.0476-48-4141)
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新松⼾倫理法人会 毎週月曜⽇ AM6:00〜7:00 船橋市倫理法人会 毎週⽔曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓松⼾市六実1-6-2 県事務局連絡先︓047-334-2193 住所︓船橋市本町2-9-3 県事務局連絡先︓047-334-9553

市川市倫理法人会 毎週⽊曜⽇ AM6:00〜7:00 習志野市倫理法人会 毎週⽕曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓市川市市川1-3-18 県事務局連絡先︓047-334-9553 住所︓習志野市津⽥沼4-11-14 県事務局連絡先︓047-334-9553

八千代市倫理法人会 毎週⾦曜⽇ AM6:30〜7:30 船橋市中央倫理法人会 毎週⽊曜⽇ AM6:30〜7:30

住所︓佐倉市ユーカリが丘4-8-1 県事務局連絡先︓047-334-9553 住所︓船橋市本町1丁目10-10 県事務局連絡先︓047-334-9553

市川市中央倫理法人会 毎週⽕曜⽇ AM6:00〜7:00 浦安市倫理法人会 毎週月曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓市川市市川1-3-18 県事務局連絡先︓047-334-9553 住所︓浦安市北栄4-20-10 県事務局連絡先︓047-334-9553

⾏徳倫理法人会 毎週⾦曜⽇ AM6:30〜7:30

住所︓千葉県市川市塩浜2-33-1 県事務局連絡先︓047-334-9553

◆野⽥佳彦 元首相

秋元政寛 君津市専任幹事

⼭城怜史 研究員
⽵内義彦 松⼾市中央キャリア・アドバイザー

池⽥梨加子 県MS副委員⻑

◆企画準備中（自主企画）

増⽥彰司 名誉法人アドバイザー

命輝いて

最幸の人生を送る三つの⼒

倫理からのおくりもの

◆岡⽥武史 元全⽇本サッカー監督

◆元皇族 伏⾒博明⽒

⼾⽥徹男 名誉研究員

継続は⼒なり
全ては自分次第 〜やり直しはできなくても出直すことならできる〜

人は鏡

倫理で学んだこと

情緒の共有

仁科君子 千葉市稲⽑区会⻑

中⻄康成 研修室研究員

◆企画準備中(自主企画）

◆Shun Shirai 街かどフォトグラファー（市川写真家協会正会員）

⼤島淳⼀ 東⾦市相談役

押⽥博子 いすみ市キャリア・アドバイザー

御園生幸雄 千原会⻑

普及は研修

自己革新の転換点

「倫理との出会」気づきと感謝

会場︓CVS・BAY HOTEL (Tel.047-390-3300)

⼭藤利夫 佐倉市相談役

◆⼭藤久江 佐倉市専任幹事

⻑江曜子 松⼾市中央会⻑

チャレンジ＆エクスペリエンス

最幸の人生を送る三つの⼒

しなやかに生きる

実践で得た財産!!

苦難福門 -おかげ様で103年-リボンの騎⼠の戦い

倫理の学びのお陰様︕

実践と脱践

体質改善は倫理実践で東納英⼀ 法人局顧問

藤代祐孝 県キャリア委員⻑

我が人生にこの妻あり

会場︓セミナーハウス クロス・ウェーブ船橋 (Tel.047-436-0111)

7 ⻑嶋徹 法人局顧問 得るは捨つるにあり

14 ⽥中⼀善 野⽥市副会⻑ 地域を⽀える⻘年経済人として

21 関根洋⼀ 千葉地区⻑ モーニングセミナーで売上５倍に︕

28 ◆企画準備中（自主企画）

5

12

19

26

◆井上⿇理 鎌ケ⾕市会⻑

佐川 貴 千葉市中央専任幹事

中⻄康成 研修室研究員

1

8

15

22

29

6

13

20

27

2

最幸の人生を送る三つの⼒

なんのために

◆企画準備中（自主企画）

中⻄康成 研修室研究員

◆企画準備中（自主企画）

苅込重人 君津市会⻑

◆企画準備中（自主企画）

倫理ビフォーアフター⼤学泉介 柏の葉会⻑

26

19

12

56

13

20

27

2

9

16

23

      阿部会⻑が決めた100社目標達成と毎年連続純増し続ける躍動単会組織の作り⽅◆⾦子聖司 ⼭⼝県中部地区地区⻑

安⽥尹子 船橋市中央副会⻑

⼩川太郎 研究員

餅⽥則雄 副幹事⻑

鈴⽊宏明 県MS委員⻑

自分ではなく、相⼿のために動く︕

30 商売の⽇常心得 〜八箇条

会場︓虹のホール (Tel.047-712-2733)

会場︓市川グランドホテル (Tel.047-324-1121) 会場︓習志野市商⼯会議所 3F ⼤会議室 (Tel.047-452-6700)

会場︓船橋商⼯会議所 (Tel.047-432-0211)会場︓ウィシュトンホテル・ユーカリ (Tel.043-489-6111)

会場︓市川グランドホテル (Tel.047-324-1121) 会場︓浦安倫理会館 (Tel.090-8116-4865)

9

16

23

30 29

22

15

8

1
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千葉市倫理法人会 毎週⽊曜⽇ AM6:00〜7:00 四街道市倫理法人会 毎週⾦曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓千葉市中央区中央1-11-1 県事務局連絡先︓047-334-2156 住所︓四街道市⿅渡895-14 県事務局連絡先︓047-334-2156

千葉市美浜区倫理法人会 毎週⽕曜⽇ AM6:00〜7:00 千葉市中央区倫理法人会 毎週⽊曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓千葉市美浜区ひび野2-120-3 県事務局連絡先︓047-334-2156 住所︓千葉市中央区中央港1-13-3 県事務局連絡先︓047-334-2156

千葉市花⾒川区倫理法人会 毎週⽔曜⽇ AM6:00〜7:00 千葉市稲⽑区倫理法人会 毎週⼟曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓千葉市花⾒川区検⾒川町1-1 県事務局連絡先︓047-334-2156 住所︓千葉市美浜区ひび野2-10-3 県事務局連絡先︓047-334-2156

佐倉市倫理法人会 毎週⽕曜⽇ AM6:30〜7:30 成⽥市倫理法人会 毎週月曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓佐倉市ユーカリが丘4-8-1 県事務局連絡先︓047-334-2156 住所︓成⽥市⼩菅700 県事務局連絡先︓047-334-2194

⾹取市倫理法人会 毎週⽊曜⽇ AM6:00〜7:00 銚子市倫理法人会 毎週⽕曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓⾹取市北3-2-28 YKビル2F 県事務局連絡先︓047-334-2194 住所︓銚子市⻄芝町11-2 県事務局連絡先︓047-334-2194

八街市倫理法人会 毎週⾦曜⽇ AM6:00〜7:00 匝瑳市倫理法人会 毎週⽕曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓八街市八街ほ224 県事務局連絡先︓047-334-2194 住所︓匝瑳市八⽇市場イ2404-1 県事務局連絡先︓047-334-2194

短歌による心の浄化

13

20

27

堀 朋幸 松⼾市会⻑

◆鈴⽊広子 当会幹事

◆⻑尾将徳 匝瑳市地域お越し協⼒隊

◆伊坂勝泰 伊坂会計総合事務所

岡本昌克 いすみ市相談役

会場︓四街道市商⼯会館 (Tel.043-422-2037)

泉⽔栄⼆ 県MS副委員⻑

中⻄康成 研修室研究員

10

模型人生の中で思う倫理実践

原八郎 鎌ヶ⾕市相談役

清⽔良朗 法人スーパーバイザー

⼩林剛 館⼭市会⻑

◆会員スピーチリレー

◆朝⽇豪司 三重県四⽇市⻄ 相談役 「受ける」とは「捨てる」から

人生五計

倫理と出会って。

明るく楽しく感謝して 悦びの花いっぱい  〜会⻑職3年の実践の先へ〜

そうか︕そうだったのか︕答えはすべて栞にあったんだ︕

シャンパンタワーの理論︕︕
循環する街づくりを目指して ~八⽇市場本町通り商店街ブックカフェ構想

はいの実践と感謝 〜倫理指導を受けて〜

理想の会社は理想の家庭から

決める︕やる︕続ける︕

後始末

役を受けきる〜その先に⾒えるもの〜

倫理実践中

⼀瞬早からず ⼀瞬遅からず

自分が変われば幸せになる

最幸の人生を送る三つの⼒

前⽥純 県副幹事⻑

◆企画準備中（自主企画）地球からのギフト 24

17

会場︓八街市商⼯会議所 (Tel.043-443-3021) 会場︓匝瑳市商⼯会館 (Tel.0479-72-2528)

森島 勝 県相談役

県講師配当中

那須 隆 倫理研究所 理事

◆纐纈 盛治 ⽒

20 ◆眞々⽥美智子 佐倉市副専任幹事 19 浅野洋⼀ 法人スーパーバイザー コロナ後だからこそ〇〇で倫理実践

27 ⽩沼崇 船橋市会⻑

13 藤本定明 法人アドバイザー

◆吉⽥悦花 東京都目⿊区第11代会⻑・相談役 / NPO法人 神⽥雑学⼤学 最⾼顧問

中⻄ 浩 名誉研究員

◆齋藤 孝 房総中央地区 地区⻑

佐藤直子 下総地区 地区⻑

柴⽥栄樹 上総安房地区 地区⻑「鏡」の原理 〜自分をあらため天命を知る〜

最幸の人生を送る三つの⼒ 6

27

20

13

6梅⽥紀美子 京葉副地区⻑

徳福⼀致の経営 26 千葉桂子 千葉しきなみ短歌会世話役

2

9

16

23

30

1

◆企画準備中（自主企画）

保科豊和 八千代市会⻑

⽥中⼤介 東葛北地区⻑ あなたが無駄にした１⽇は、彼らが生きたいと願った１⽇

倫理での学び

3宇都進 研究員

◆企画準備中(自主企画）

⼤⽵和子 京葉地区⻑

⾦子寿次 八千代市相談役

7

14

新原隆⼀ 名誉研究員

鳴滝真吾 八千代市副専任幹事

池⽥孝 東葛北副地区⻑

会場︓検⾒川神社 客殿 (Tel.043-273-0001) 会場︓ホテルグリーンタワー幕張 (Tel.043-296-1122)

「気づき」がその後の人生を変える

⽇本人の常識 「天皇と皇室」

医師として感じた倫理

13

20

27

29

22

15

8

1

8

15

5

◆前原東⼆ 千葉市会員／税理⼠法人スリーエス 代表社員

三⾕⼤和 千葉市美浜区幹事

◆新⽥信之 千葉市会員
⽊村健⼆ 松⼾市中央キャリア・アドバイザー

松尾隆德 法人アドバイザー

那須隆 研究員

会場︓ホテルニューオータニ幕張 (Tel.043-297-7777)

「鏡」の原理 〜自分をあらため天命を知る〜

会場︓三井ガーデンホテル千葉 (Tel.043-224-1131)

事業承継と倫理 〜弱者のたたかい〜

商売40年、倫理35年で教わった事

経営者と幸せ

苦難福門

22

29

6

会場︓オークラ千葉ホテル (Tel.043-248-1111)

髙信正勝 副幹事⻑

21

28

⽩いカラスと隣の⼥房 12 ⼩林桂子 名誉法人アドバイザー 人生に無駄はない

22

29

23

会場︓銚子プラザホテル (Tel.0479-22-0070)

中⻄康成 研修室研究員

1

8

15

会場︓株式会社リビング＆ルーム (Tel.0478-54-0111)

会場︓ウィシュトンホテル・ユーカリ (Tel.043-489-6111) 会場︓アートホテル成⽥(旧 成⽥ビューホテル) (Tel.0476-32-1111)

6 堀朋幸 松⼾市会⻑ そうかそうだったのか︕答えはすべて栞にあったんだ︕
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市原市倫理法人会 毎週⽊曜⽇ AM6:00〜7:00 茂原市倫理法人会 毎週⽕曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓市原市五井5584-1 県事務局連絡先︓047-334-2195 住所︓茂原市茂原519 県事務局連絡先︓047-334-2195

いすみ市倫理法人会 毎週⽊曜⽇ AM6:00〜7:00 千原倫理法人会 毎週⾦曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓いすみ市⼤原7838 県事務局連絡先︓047-334-2195 住所︓市原市五井5584-1 県事務局連絡先︓047-334-2195

東⾦市倫理法人会 毎週⽔曜⽇ AM6:00〜7:00 館⼭市倫理法人会 毎週⾦曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓東⾦市東⾦1406 県事務局連絡先︓047-334-2195 住所︓館⼭市船形1452 県事務局連絡先︓047-334-2145

君津市倫理法人会 毎週⽔曜⽇ AM6:00〜7:00 ⽊更津市倫理法人会 毎週⽊曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓君津市中野4-6-28 県事務局連絡先︓047-334-2145 住所︓⽊更津市⼤和1-2-1 県事務局連絡先︓047-334-2145

袖ケ浦市倫理法人会 毎週⽕曜⽇ AM6:00〜7:00 鴨川市倫理法人会 毎週月曜⽇ AM6:00〜7:00

住所︓袖ケ浦市福王台3-1-3 県事務局連絡先︓047-334-2145 住所︓鴨川市⻄町1179 県事務局連絡先︓047-334-2145

◆⻄尾優 NISHI合同会社 代表

◆髙⽥勝美 東京都城東地区副地区⻑

足下の実践（そっかのじっせん）

破約失福 〜Time thief〜

るんるんの魔法

倫理で⼤切なことはみんな仲間から教わった

会場︓五井グランドホテル (Tel.0436-23-1211)

人生に無駄はない

短歌の効用

辞めない社員の育て⽅

会場︓⽊更津ワシントンホテル (Tel.0438-42-1122)

会場︓鴨川館 (Tel.04-7093-4111)

徳福⼀致の経営

倫理ビフォーアフター

わらしべ⻑者 〜倫理実践が幸せの連鎖をおこす︕

兼子淳子 法人レクチャラー／埼玉県深⾕市幹事

◆菅原久 松⼾市キャリア・アドバイザー

◆滝⼝健史 鴨川自動⾞教習所所⻑

⼤学泉介 柏の葉会⻑

豊⽥康業 埼玉県研修委員⻑

私の神劇

◆(株)陽気 今井雄⼀⽒

浅野洋⼀ 法人スーパーバイザー

19

26

会場︓館⼭船形漁協 漁業総合センター (Tel.0470-27-2111)

⼭⼝庸⼀ 君津市しきなみ世話役

⼤久保俊輝 新松⼾相談役

村上幹智雄 いすみ市副専任幹事

⼤野雅彦 船橋市専任幹事

⼩林桂子 名誉法人アドバイザー

◆企画準備中(自主企画）

元吉正幸 いすみ市幹事

8

1

「人生の目的」と純粋倫理の体験

12

コロナ後だからこそ○○で倫理実践

気づく

人は鏡

30

濱野将樹 市川市副会⻑

猿渡希 研究員
◆伊藤丈雄 元劇団四季 ひとりミュージカル俳優

寒⽵郁夫 県相談役

⽚岡隆仁 茂原市会⻑

◆吉⽥悦花 東京都目⿊区相談役

村⼭明子 法人アドバイザー

塙保己⼀が繰り返してきた質問⼒

倫理指導〜信じて疑わない心〜

◆関⼤作 千葉市副専任幹事

角⽥恭恵 法人アドバイザー

森章 ⽊更津市副会⻑

石渡恭子 柏市南相談役

◆企画準備中(自主企画）

⼤⽥嘉之 千葉地区副地区⻑

明るく楽しく感謝して 悦びの花いっぱい

前を向いて

夢なき者に成功なし －歴史に学ぶ経営戦略－

会場︓ハミルトンホテル上総 (Tel.0439-54-3030)

会場︓袖ヶ浦市商⼯会館 (Tel.0438-62-0539)

7

14

16

23

本多⼀之 県会⻑

2

9

⽩沼崇 船橋市会⻑

”原点”を知る。事業も人生もすべては”志”から︕

倫理を学んで得（徳）をした

吉⽥平 法人スーパーバイザー

冨⽥英則 法人レクチャラー/埼玉県副会⻑

会場︓五井グランドホテル (Tel.0436-23-1211)

27

20

13

6

会場︓⼤和屋重平 (Tel.0475-24-1185)

会場︓⼤原⽂化センター (Tel.0470-63-1222)

1

8

15

22

29

鈴⽊英人 副幹事⻑

杉本雅樹 館⼭市相談役

⽥⼝将⼠郎 浦安市相談役

宇都進 研究員
◆USPプロファイラー 忍足幸三 (株)AK Infinity代表取締役

7

14

21

28

会場︓八鶴亭別館 さくらホール (Tel.0475-54-7830)

鈴⽊宏明 県MS委員⻑

◆成⽥琉晟 いすみ市会員

◆企画準備中（自主企画）

南雲宏之 倫理塾委員⻑

◆松崎実幸 いすみ市岬郵便局⻑

実践入魂

商売の⽇常心得 〜八箇条〜

国歌と⽇本人の本質

恩意識を⾼める

29

22

15

8

1

27

20

13

6

21

28

29

22

15

5中村淳 船橋市幹事

倫理法人会からのプレゼント

荒井久満 法人アドバイザー

遠回りでいいんだよ

「アトツギ」の覚悟 〜倫理経営で100年企業を創る︕〜

良い結果は、心の準備から

私の飛び込み営業

2

9

16

23

30
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