
東京都倫理法人会　モーニングセミナー■月間予定表■　令和2年7月 1

毎週日曜日6：30～7：30 毎週日曜日7：00～8：00
江東区亀戸1-43-22　 新宿区西新宿2-2-1

5 5

12 12

19 19

26 26

毎週月曜日7：00～8：00
東京都文京区湯島3-6-1 新宿区四谷3-14-1

6 6

13 13

20 20

27 27

江東区相談役法人レクチャラー／江東区幹事 　

継続は力／未熟さを持ちながら

東京都朝礼委員長
朝礼見学を700社受け入れて分かっ
た、朝礼甲子園優勝企業に共通する
組織改革の進め方

有限会社モンレーヴ　代表取締役　／有限会社いちご亭　社長 城山幼稚園・城山みどり幼稚園　園長

平澤 清　／　田村 實 石川　明彦

法人局教育業務部　研究員

働きの原動力

東京都副会長　法人レクチャラー
22世紀に残すもの～社会問題をビジ
ネスで解決する

 (株)アバンティ　代表取締役会長

山城　怜史  渡邊　智惠子

江東区
アンフェリシオン（旧東京平安閣）

新宿区
京王プラザホテル  〔高層階〕

03-5836-5111（会場）　　03-6811-7841（事務局） 03-3344-0111（会場）　　03-6811-7841（事務局）
むさしの吉祥寺相談役 東京都レクチャラー

心即太陽（笑いヨガ）

新宿区副専任幹事　
倫理の学び・実践で幸せな結婚がで
きました！

小平　笑いヨガ　　ティーチャー

市川　純子 長谷川　綾

湯島
全国家電会館

四谷
毎週月曜日7：00～8：00  ホテルウイングインターナショナルプレミアム東京四谷

03-3832-4291（会場）　　03-6811-7841（事務局） 03-3356-2111（会場）　　03-6811-7841（事務局）
杉並区西相談役 法人レクチャラー

人生、心一つの置きどころ

東京都副会長　法人レクチャラー
22世紀に残すもの～社会問題をビジ
ネスで解決する

(株)井口鉱油 代表取締役会長  (株)アバンティ　代表取締役会長

井口　一与  渡邊　智惠子

四谷会長 東京都レクチャラー
倫理指導で命のもとに繋がり、会長
のお役を頂いて

中野区会長
苦難福門～後継社長の受難　やらさ
れ感から喜働へ～

（有）リトルロックファミリー　代表取締役 日本農産加工株式会社　代表取締役

岩上　敏哉 矢島　正章

紀尾井町会長

つながる　つなげる

新宿区相談役

倫理で学んだ運命をひらく生き方
ぼくたちの千代田　代表 (株)永田商会 代表取締役会長

五十嵐　朝青 永田　義博

湯島運営委員/湯島会員
倫理の学びですべてが変わる/これが
私の生きる倫理（みち）～苦難は幸
福に入る狭き門～

八王子市幹事 法人レクチャラー

感謝は全てに優先する
住友生命保険相互会社 ファイナンシャルプランニングデザイナー/㈱知識経営研究所 多摩火薬機工(株)　相談役

道林　正樹/小林　史弥 児島　寛

法人アドバイザー

成就への道

豊島区相談役 法人スーパーバイザー

より良く生きる
アーティスティックコミニュテイ 代表

宮井　ヱイ子 工藤　直彦



東京都倫理法人会　モーニングセミナー■月間予定表■　令和2年7月 2

毎週月曜日6：30～7：30 毎週火曜日7：00～8：00
台東区西浅草3-17-1 台東区東上野2-21-11

6 7

13 14

20 21

27 28

毎週火曜日6：30～7：30 毎週火曜日6：30～7：30
練馬区高松5-8 中央区築地3-15-1

7 7

14 14

21 21

28 28

千代田区会長 東京都レクチャラー

人生が変わる魔法の瞬間

江戸川区専任幹事

家系図分析が経営の窮地を救った
（株）ギャランティーホールディングス　　代表取締役社長 株式会社福場　代表取締役

加藤　洋司 福場　敏夫

渋谷区専任幹事
「我儘」を取り除く・・・・私の本
気実践！

法人スーパーバイザー

明朗、愛和、喜働
MSD株式会社　HIV プロダクトマネジャー

水谷　愛子 花野井　勝浩

浅草
浅草ビューホテル

上野
上野ターミナルホテル

03-3847-1111（会場）　03-6811-7841（事務局） 03-3831-1110（会場）　03-6811-7841（事務局）
豊島区相談役 法人スーパーバイザー

発顕還元の原理　解説

千代田区相談役 法人レクチャラー
我以外皆我師～出会いを活かす～☆
私の人間関係構築術☆

アーティスティックコミュニティ　代表 株式会社日本工業社 会長 

工藤　直彦 米田　和秀

練馬区
ホテルカデンツァ光が丘

中央区
築地本願寺第一伝道会館２F（伽羅）

03-5372-4411（会場）　03-6811-7841（事務局） 03-3544-0551（会場）　03-6811-7841（事務局）
練馬区相談役

情熱のモーニングセミナー

中央区副事務長

まことから出たウソ
 ㈱ 東京カモガシラランド　代表取締役 株式会社　スピガ　代表取締役

鴨頭　嘉人 竹内　伸一

千代田区運営委員

人が輝く異文化理解と倫理の学び

新宿区副専任幹事
命あるかぎり、笑顔で生きていくこ
と

有限会社クレアールカンパニー　代表取締役 ノッツェ．株式会社 結婚情報センター新宿本社室長

野副　昌子 下口　淳一

法人アドバイザー

家族の絆が商売繁盛
習い事の総合商社・歩くテーマパー
ク【トランポリン人生から学んだ教
訓】

有限会社アド・ミカミ  代表取締役 （株）doroguba インストラクターマネージャー

三上　忠男 水口　琢埜

豊島区相談役 法人スーパーバイザー

栞第８条　明朗愛和　解説

渋谷区事務長 東京都レクチャラー

幽霊会員の自己革新
アーティスティックコミュニティ代表 エース合同司法書士事務所　代表司法書士

工藤　直彦 荒谷　健一郎

山口県副会長

活力朝礼で一儲け

法人局普及事業部首都圏方面　方面長

栞をよむ
（株）モトクロス　代表取締役 

松永　秀夫 三浦　貴史



東京都倫理法人会　モーニングセミナー■月間予定表■　令和2年7月 3

毎週火曜日6：30～7：30
大田区西蒲田8-3-5

7 7

14 14

21 21

28 28

毎週火曜日7：00～8：00 毎週火曜日6：30～7：30
東京都中央区銀座3-9-11 目黒区下目黒1-8-1

7 7

14 14

21 21

28 28

東京都事務長 東京都レクチャラー
経営に不可欠な気づきの宝庫～倫理
法人会

休会
システムユナイテッド(有)　管理部長

浅田　佳博 ＊＊＊

渋谷区事務長 東京都レクチャラー

幽霊会員の自己革新 休会
エース合同司法書士事務所　代表

荒谷　健一郎 ＊＊＊

大田区
プラザ・アペア

紀尾井町

毎週火曜日7：00～8：00 会場①ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ（第1･2週）/会場②麹町高善ﾋﾞﾙ（第3週以降）

会場①千代田区紀尾井町4-1　会場②東京都千代田区麹町4-8
03-3732-4122（会場）　　03-6811-7841（事務局） 03-3261-1789（事務局　[ｾﾞﾝｶﾌｪﾏﾘｰﾅ内]）

大田区副事務長

社会人になっても学ぶ意味 休会
株式会社GH　取締役社長

沢田　大作 ＊＊＊

銀座
紙パルプ会館

目黒区
ﾎﾃﾙ雅叙園東京

03-3543-8111（会場）　　03-6811-7841（事務局） 03-3491-4111（会場）　03-3748-4011（事務局）
文京区会長　東京都レクチャラー

なれあいではない優しさと　責め心
のない厳しさと

 法人アドバイザー

愛和の力
(有）メビウス　代表取締役

寺石　ゆか 小野寺　明美

東京都広報委員長

ほんの少しの勇気が人生を変える 休会
売上デザイン研究所　代表

石黒　順子 ＊＊＊

東京都幹事長　法人レクチャラー

喜働力こそ自己革新力！

目黒区会員

苦難副門　目黒区のいま
中央殖産（株）代表取締役 目黒区長

飯作　文俊 青木　英二

北区顧問
ツキを呼ぶ脳の鍛え方　実践セミ
ナー

倫理と政治　暮らしと事業を守るコ
ロナ対策

（株）ビジョンアカデミー　代表取締役 衆議院議員(4期、自由民主党) 内閣委員長

藤山　守重 松本　文明 

栃木県那須野ケ原幹事

感謝とあたりまえ

法人スーパーバイザー
第三　真人生の成就　その二　死は
生なり

（株）横山リビング　代表取締役

横山　和市郎 戸田　栄造



東京都倫理法人会　モーニングセミナー■月間予定表■　令和2年7月 4

毎週火曜日6：30～7：30 毎週火曜日6：30～7：30
武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 昭島市昭和の森

7 7

14 14

21 21

28 28

毎週火曜日6：30～7：30 毎週火曜日6：30～7：30
東京都あきる野市秋川2-10-7-2階 日野市多摩平3-1-1

7 7

14 14

21 21

28 28

 法人局教育業務部研究員

働きの原働力

埼玉県倫理法人会　副幹事長
子は親の心を実演する名優である～
微笑みを忘れずに～

株式会社オーシャン　代表取締役

山城　怜史 松澤　優子
世田谷区相談役 法人レクチャラー　倫理経営インストラクター

「今しかない」～即行・即止～

青梅市会員
人生、経験したことすべて「糧」に
なる。

 (株)ターリー屋　取締役 立川市議会議員

吉川　和江 中山　ひとみ 

むさしの

吉祥寺

吉祥寺第一ホテル
立川・
昭島

フォレスト・イン昭和館

0422-21-4411（会場）　　03-6811-7841（事務局） 042-542-1234（会場）　03-6811-7841（事務局）
港区副会長 法人レクチャラー

人生はLOVE 倫理と出会って　 役の
大切さを知る

法人レクチャラー　神奈川県後継者倫理塾運営委員長

日本（あなた、あなたの会社）を変
える超元氣力」Part-1「　　力」

 (株)ふぃーる 代表取締役 有限会社ファニーフェイス　代表取締役

齋藤　智 髙村　龍蔵

あきる野市

野島北口ビル2階
ひの多摩

Tomorrow PLAZA 2F Ｔｒｅｅ　ＨＡＬＬ

03-6811-7841（事務局） 042-582-3136（会場）　　　　　　　　03-6811-7841（事務局）
八王子市事務長 東京都レクチャラー

感謝と笑顔で

後継者倫理塾５期修了生　／１４期修了生
後継者倫理塾修了生講話
入塾前の自分と入塾後の自分

有限会社グランデュール　専務取締役 クラブサクセス 社外取締役／㈱ダイケン　代表取締役

長澤　陽子 山内 崇暉　／　内山 雅太

むさしの吉祥寺監査 法人レクチャラー

後悔しない人生とは

浅草会長 東京都レクチャラー
それでも一日も一分も曇らせてはな
らない

富士法律事務所　代表パートナー弁護士 楽読北千住スクールオーナーインストラクター /ビンテージアジア経営者クラブ事務局長

村上　誠 濵田　和洋

大田区副会長 　法人レクチャラー

3つの倫理体験

東村山市副会長 法人レクチャラー

気づく人、気づかない人
ソニックス株式会社　代表取締役会長 （有）ジングウ美工　代表取締役

金山　宏 神宮　善市

東京都山の手副地区長 渋谷区副会長

夢かなえたく ～人生神劇～

神奈川県相模原市橋本相談役 法人レクチャラー

がん予防15ｹ条と免疫療法
株式会社ブルー 代表取締役  ㈱メディカルラボ 相談役

小林　創 佐々木　文雄

(一社）倫理研究所　法人局顧問

得るは捨つるにあり

ひの多摩相談役

未来を描く
プルデンシャル生命保険株式会社　エグゼクティブ・ライフプランナー

長嶋　徹 安藤　真 



東京都倫理法人会　モーニングセミナー■月間予定表■　令和2年7月 5

毎週水曜日7：00～8：00 毎週水曜日6：30～7：30
足立区梅島1-13-9　 北区赤羽1-7-9　赤羽第一葉山ビル

1 1

8 8

15 15

22 22

29 29

毎週水曜日7：00～8：00 毎週水曜日6：30～7：30
中央区晴海4-7-28 港区芝公園2-5-20

1 1

8 8

15 15

22 22

29 29

足立区会長

過去の自分を倫理と解く！

世田谷区相談役 法人ﾚｸﾁｬﾗｰ　倫理経営ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

『今しかない』～即行・即止～
(株）ファインライツ代表取締役 株式会社ターリー屋　取締役

宮井　晴史 吉川　和江

豊島区相談役 法人スーパーバイザー

何があっても大丈夫

新宿区相談役 法人レクチャラー　

私がモーニングセミナーに通うわけ
アーティスティックコミニュテイ 代表 ＮＰＯ法人ヒューレック研究会 代表

工藤　直彦 棚橋　正光

足立区西
松岡商事ビル３F

北区
赤羽第一葉山ﾋﾞﾙ4階

03-6811-7841（事務局） 03-6811-7841（事務局）

生きてるだけで丸儲け　生まれてこ
れて万々歳

北区副会長
誰もやろうとしない！？(笑) 新型コ
ロナウルトラ完全対策マニュアル

（株）てっぱん　防災訓練責任者　元プロボクサー 株式会社ソウルシフトバンク　代表取締役

川嵜　竜希 井上　祐宏

晴海
ホテルマリナーズコート東京

港区
メルパルク東京

03-5560-2521（会場）　03-6811-7841（事務局） 03-3433-7221（会場）　　03-6811-7841（事務局）
晴海幹事

ワークライフハーモニー

東京都青年委員長
まずは自分を磨く　～建物はこれを
生かす人に集まる～

（株）F2H　Consulting　取締役 株式会社日本システム管理　代表取締役社長

三輪　真史 高岡　裕

東村山市副会長 法人レクチャラー

気づく人・気づかない人

北区会長

元と繋がり夫婦愛和
(有)ジングウ美工　代表取締役 （株）三益　会長

神宮　善市 東海林　孝生

東京都相談役 倫理経営インストラクター

不況は成長のチャンスである

北区会員/紀尾井町運営委員
後継者倫理塾を通して変わった私／
今年の4ケ月

(株) タキズミ 代表取締役 （株）三益　/佐竹園ビル

瀧住　寿彦 東海林美香　/　佐竹美紀

東京都副会長 法人レクチャラー
22世紀に残すもの～社会問題をビジ
ネスで解決する～

福生・羽村相談役

『豊か』とは何か。
株式会社アバンティ 代表取締役会長 石川酒造株式会社　代表取締役

渡邊　智惠子 石川彌八郎　聖豊

品川区会長　東京都レクチャラー

愛と幸せの7つの法則

港区会員

突破力が身につくイイ話
LaMayshan（株） 代表取締役 株式会社ロアール　代表取締役社長

宇野　美香子 園尾　英樹

渋谷区中央会長　東京都レクチャラー

純粋倫理＝羅針盤

東京都城西地区長
100日で変わる！倫理実践と体験で次
のステージへ

一社）日本お助け隊　代表理事 株式会社　オフィスコトウ　代表取締役

片町　光晴 コトウ　ユウキ

東京都普及拡大委員長 法人レクチャラー
苦難・病気を乗り越えて「心即太
陽」

東京都研修委員長 法人レクチャラー

次のステージに進む方法
株式会社PMA 取締役社長 株式会社スマイル・フォスター　代表取締役

赤木　麻紀 小林　良子



東京都倫理法人会　モーニングセミナー■月間予定表■　令和2年7月 6

毎週水曜日6：30～7：30 毎週水曜日6：30～7：30
渋谷区渋谷2-22-8　５階 中野区中野4-1-1

1 1

8 8

15 15

22 22

29 29

毎週水曜日6：30～7：30 毎週水曜日6：30～7：30
府中市緑町3-5-2 東村山市栄町3-35-1

1 1

8 8

15 15

22 22

29 29

神奈川県普及拡大委員長

60歳からの復活

 法人局普及事業部　首都圏方面担当研究員

心のベクトル
高田　真由美 塚本　玄樹

（一社） 倫理研究所　研修室研究員

矜持はあるか

神奈川県会長 法人レクチャラー
ブレない軸のつくり方～思考は現実
化する～

スターホーム(株) 代表取締役

田上　不折 星　武司

渋谷区
ＡＢＣアットビジネスセンター

中野区
中野サンプラザ　８F

03-6811-7841（事務局） 03-3388-1151（会場）　03-6811-7841（事務局）
北区副会長

苦しみを嘆く人、苦しみを活かす人

後継者倫理塾第13期終了生　／　第14期終了生
後継者倫理塾修了生講話「入塾前の
自分と入塾後の自分」

ＮＰＯ法人生きる意味研究所　理事長  (株)ゼネック 取締役副社長/(有)黒木製作所

倉部　久義 求　由美　/　黒木　邦之

府中・
調布

むさし府中商工会議所
東村山

市

八坂神社

042-362-6421（会場）　  03-6809-1042（事務局） 03-6811-7841（事務局）

40歳からの紙芝居人生～ 影響を受け
た言葉 ～

渋谷区中央会長

純粋倫理＝羅針盤
株式会社カミネコ　代表取締役 （一社）日本お助け隊　代表理事

さるびあ亭かーこ 片町　光晴

むさしの吉祥寺会長 東京都レクチャラー
たてよこ十字　～実践のすばらしさ
～

会員スピーチリレー
（有）ゴーイング　代表取締役

鳴海　剛 ＊＊＊

四谷副会長 東京都レクチャラー

自分の人生は自分でつくる

法人レクチャラー　倫理経営上級インストラクター

社徳が社格を創る－創業から60年、
私の人生－

自然医療ヒポクラテスクリニック　院長 株式会社イカリ環境事業グループ 代表取締役CEO

中島　旻保 黒澤　眞次

東京都副会長　法人レクチャラー

コロナと未来

神奈川県第一地区長 法人レクチャラー

ご縁に感謝　倫理が楽しい
株式会社ケント　代表取締役 サントラスト㈱　代表取締役

山崎　清教 三瓶　重臣

東京都中部副ブロック長 法人レクチャラー

自分を表現することを諦めない

東村山市幹事　／　東村山市専任幹事
「心のコロナ」対策　／　倫理で学
んだこと

株式会社ナルミ　代表取締役 東村山市議会議員　／　ひろ整体委員　院長

新倉　かづこ 上町弓子　／　山本広美

府中・調布会員

人は鏡

大田区会長 法人レクチャラー
山あり谷あり倫理体験記～借金3億か
らの復活～

株式会社テクノプロ （株）日本自動車流通機構　代表取締役

佐藤　慎一郎 犬伏　秀一

法人局普及事業部首都圏方面長

栞をよむ

一般社団法人倫理研究所研修室 主席

変わる人
三浦　貴史 木村　英夫



東京都倫理法人会　モーニングセミナー■月間予定表■　令和2年7月 7

毎週水曜日6：30～7：30 毎週木曜日6：30～7：30
福生市本町33 葛飾区立石5-10-10

1 2

8 9

15 16

22 23

29 30

毎週木曜日6：30～7：30 毎週木曜日6：30～7：30
豊島区東池袋1-3-5　駅前会議室701号 品川区西五反田2-6-8

2 2

9 9

16 16

23 23

30 30

豊島区
アットビジネスセンター池袋駅前本館

品川区
ホテルマイステイズ五反田駅前

03-5465-5506（会場）　03-6811-7841（事務局） 03-3494-1050（会場）　03-6811-7841（事務局）
豊島区相談役 法人スーパーバイザー

なぜ100社必要なのか

湯島相談役　法人レクチャラー
アフターコロナはパラダイス〝信を
とれ！〟

アーティスティックコミュニティ 代表 ＩＷビリオネアクラブ（株）　代表取締役

工藤　直彦 五十嵐　由人

法人局普及事業部　首都圏方面副方面長

栞に学ぶ

青梅市会長

倫理に入って、会長を受けて

東京都研修副委員長 東京都レクチャラー
「夫婦対鏡」倫理を学んで気付いた
こと

中野後援会事務所　事務局長 （株）サロン・ド・ユー　　取締役

中野　芳則 熊谷　京子

青梅市会員

新型コロナウイルス×トータリスト

 法人レクチャラー　倫理経営インストラクター
コロナに負けない！強い気で原点回
帰!!

 医療法人社団新町クリニック　健康管理センター　理事　所長　医学博士 （株）sky high  代表取締役 

神應 　知道 関　道子

福生・
羽村

西多摩新聞社３F　会議室
葛飾区

あいおいニッセイ同和損保㈱4F会議室

042-552-3737（会場）　　03-6811-7841（事務局） 03-6811-7841（事務局）

栞と歩んだ映画製作

葛飾区相談役
樺太引上船での軌跡の出会い　先祖
の恩に生かされて

＊＊＊ 日経アメニティージャパン（株）相談役

賀川　良 増井　伸

『戦地で生きる支えとなった115通の
恋文』　? 約80年前の現存する戦時
下の手紙から今を考えるー

（株）一凛堂　代表取締役　文筆家・ブランディングディレクター

坂元　一成 稲垣　麻由美

東京都幹事長 法人レクチャラー

喜働力こそ自己革新力！ 休会
中央殖産㈱ 代表取締役

飯作　文俊 ＊＊＊

東京都副幹事長 法人レクチャラー

強運を引き寄せる7つの法則

葛飾区専任幹事

なぜ自分は生かされているのか？
株式会社アヴァンシック　代表取締役 日経アメニティージャパン（株）代表取締役

大津　菜穂子 増井　丈人 

渋谷区中央会長　東京都レクチャラー

純粋倫理＝羅針盤

法人スーパーバイザー

７つの原理の学びをふりかえる
(一社)日本お助け隊 代理理事 （株）ダイエックス　代表取締役会長

片町　光晴 戸田　栄造

運命自招 ～経営に必要な潜在体力～

品川区専任幹事／事務長 一枚の未来地図を描く～命を使うために
～　／やっぱり私はすばらしい！　～栞
と私を照らし合わせたら、ますます自分
が好きになりました～

ヒポクラテスアカデミー 代表 　／chikako　style 代表

楊仙友 加藤　直人　／　村山　千加子

東京都東都地区長

活力創生

港区会長

新型コロナに打ち勝つ会社づくり
Gift Your Life 株式会社 営業部課長 （株）ダスキン木村　代表取締役

蔵田　裕之 下原　直子



東京都倫理法人会　モーニングセミナー■月間予定表■　令和2年7月 8

毎週木曜日6：30～7：30 毎週木曜日6：30～7：30
千代田区神田錦町3-28 三鷹市下連雀3-37-15

2 2

9 9

16 16

23 23

30 30

毎週木曜日6：30～7：30 毎週木曜日6：30～7：30
青梅市河辺町10-5-4 相模原市南区上鶴間本町3-11-8

2 2

9 9

16 16

23 23

30 30

千代田区
学士会館

三鷹市
三鷹市商工会館

03-3292-5936（会場）　03-6811-7841（事務局） 0422-49-3111（会場）　　03-6811-7841（事務局）

豊島区幹事
富士研経営者倫理セミナー参加と倫
理実践

ひの多摩副会長 東京都レクチャラー

自ら変わる大切さ
(株)ソーシャルメディアマーケティング　代表取締役 えしかるマネジメント　代表

菅野 弘達 岡田　友一 

休会 休会
＊＊＊ ＊＊＊

法人局普及事業部　首都圏方面担当研究員

心のベクトル

愛知県会長 法人レクチャラー
「打つ手は無限」できる理由を考え
よう！

(株)保険相談センター　代表取締役社長

塚本　玄樹 村上　実

東京都中央地区長 法人レクチャラー

自分を普及

新宿区専任幹事 東京都レクチャラー
倫理で命の本につながる。その後の
実践継続中！

(株)健康塾　代表取締役 たっちゃん企画　代表

島田　実 小泉　達則

休会

東京都女性委員長

倫理法人会7万社と繋がる??
Unicity　快便コーチ・ﾍﾙｽｴﾃﾞｭｹｰﾀｰ

＊＊＊ 宮田　友紀子

休会

東京都多摩南副地区長 法人レクチャラー

父からの事業承継
武蔵自動車株式会社　代表取締役

＊＊＊ 遠藤　力

千代田区幹事
初めての体験報告～等身大の自分を
さらす～

経営のやり方より企業のあり方を追
求する

株式会社オーシャンカレントシッピング (株)グッディーホーム　代表取締役 

深野　鎌造 卯月  靖也

青梅市
シニアライフサポート館

町田市
ホテルラポール千寿閣

0428-27-3460（会場）　0428-22-7318（事務局） 042-749-1121（会場）　      03-6811-7841（事務局）

休会

湯島会長

すべては自己革新から
書家

＊＊＊ 狩野　まきみ

休会

東京都副会長 法人レクチャラー

コロナと未来
株式会社ケント　代表取締役

＊＊＊ 山﨑　清教

休会 休会
＊＊＊ ＊＊＊



東京都倫理法人会　モーニングセミナー■月間予定表■　令和2年7月 9

毎週金曜日6：30～7：30 毎週金曜日6：30～7：30
墨田区横綱1-6-1 渋谷区代々木2-3-1

3 3

10 10

17 17

24 24

31 31

毎週金曜日6：30～7：30 毎週金曜日6：30～7：30
東大和市中央3-922-14 八王子市大和田町6-1-6

3 3

10 10

17 17

24 24

31 31

東村山市幹事／東村山市運営委員
コロナで変わる教育と経営／倫理と
健康

原油による世界情勢の変化　大災害
と減災

東村山市議会議員（東村山　立憲民主党代表）／ライズ久米川治療室　院長 （株）日本エネルギー　代表取締役

上町　弓子　／　久松　高彰 清水　宣彦

所沢市会長
「なぜ」からはじめよう～後継者倫
理塾の学び～

あきる野市相談役　倫理経営インストラクター
与えられた命で与えられた刻を生き
る

（株）二上家　専務取締役 東京西の森歯科衛生士専門学校　理事長

二上　光弘 竹前　健彦

 法人スーパーバイザー

明朗・愛和・喜働の実践中！

大田区副会長 法人レクチャラー

３つの倫理体験
 ㈱音映システム　　代表取締役 ソニックス(株) 代表取締役会長

田中　保生 金山　宏

休会 休会
＊＊＊ ＊＊＊

新宿区相談役
85年の人生を振返り”運命をひらく
生き方”について

渋谷区中央会員/東京都女性副委員長
テレビの取材現場で起きた不思議な
倫理体験/夢を目標に変えて!

株式会社永田商会　代表取締役会長  ㈱りんたろードットコム代表取締役/　SaQINa (mariage代表)　アドバイザー

永田　義博 林　太郎　/　三神　昌子 

東大和
武蔵村山

東大和市商工会館
八王子市

八王子ホテルニューグランド

042-562-1131（会場）　　03-6811-7841（事務局） 042-645-0015（会場）　　03-6811-7841（事務局）
三鷹市会長 法人レクチャラー

倫理法人会で得た明るさと熱意

神奈川県相模原市会長

気づきと学び二人の師
(有)三鷹ランド　　代表取締役 （同）わざあり　代表

吉野　勇 石井　正一

東京都山の手地区副地区長 東京都レクチャラー

夢かなえたく　～人生進撃～

新宿区会長 東京都レクチャラー
たてよこ十字の愛和～変えるしかな
い～

株式会社ブルー 代表取締役 レインボーガーデン　代表

小林　創 篠原　由香

北海道帯広市副会長

素直に行動　素直に生きる

渋谷区中央会員

苦難福門-倫理指導の大切さ-
（一社）ナガハラジャパンドリーム 代表理事 KIC(株)　代表取締役

長原　和宣 金内　聡

湯島専任幹事　／　湯島副事務長 
本を忘れず、末を乱さず　／倫理指
導の力～縦横十字の実践～

豊島区相談役 法人スーパーバイザー　　　

明朗は万善のもと
（株）ニブ・ピクシャン 代表取締役／キャリアネットソリューションズ　代表 アーティスティック・コミュニティー

松本　富美子　／　久恒　光代 工藤　直彦

墨田区
第一ホテル両国　4F楓の間

渋谷区
中央

ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ新宿　芙蓉の間

03-5611-5211（会場）　　03-6811-7841（事務局） 03-5352-6320（会場）　03-6811-7841（事務局）
豊島区相談役 法人スーパーバイザー

2条　苦難福門　解説

法人局普及事業部　 首都圏方面 方面長

栞をよむ
ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｺﾐｭﾆﾃｨ 代表

工藤　直彦 三浦　貴史



東京都倫理法人会　モーニングセミナー■月間予定表■　令和2年7月 10

毎週土曜日6：30～7：30 毎週土曜日7：00～8：00
江戸川区中葛西5-43-1 江東区木場2-1-1

4 4

11 11

18 18

25 25

毎週土曜日7：00～8：00 毎週土曜日7：00～8：00
東京都足立区千住旭町40-27 板橋区高島平1-79-3

4 4

11 11

18 18

25 25

足立区会長　

過去の自分を倫理と解く!

東京都中央地区長 法人レクチャラー

己を尊び人に及ぼす
（株）ファインライツ　代表取締役 株式会社 健康塾　代表取締役

宮井　晴史 島田　実

法人アドバイザー
心境向上と人間関係～幸せになる法
則を発見した人～

墨田区相談役 法人レクチャラー

明朗は万善のもと
（株）グッドウィン　ファイナンシャルプランナー

関口　宇一 小原　健志

足立区幹事
「明朗・愛和・喜働の実践につき
る！」

法人局顧問
倫理を正しく学ぶ～今こそ倫理でこ
の国難を乗り切れ～

（株）アイコーポレーション 代表取締役 株式会社 カクダイ建築設計研究所　創業者

寳谷　義喜 蓮実　利勝

足立区
トラヤ文具２階トラヤホール

いたばし
トミコシ会館２階　中華料理　王華

03-6811-7841（事務局） 03-3962-0131（会場）　03-6811-7841（事務局）
東京都副事務長 法人レクチャラー

コロナで気づいた「原点回帰」

いたばし会員
コロナ以後の世界～私たちは、どこ
へ向かうのか～

COSMIC社会保険労務士法人 代表社員 月刊日本　主幹

関本　誠 南丘　喜八郎

江東区相談役 法人ﾚｸﾁｬﾗｰ倫理経営ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

積善の家には必ず余慶あり

いたばし相談役 コロナショック後の私達と経営決断～創
業55年、1000億の負債を被り、倫理を
基軸に奇跡の復活、コロナショック克服
のヒント

株式会社カトリ美容室　会長 （株）リブラン 相談役

本橋　健司 鈴木　靜雄

法人アドバイザー

愛和は繁栄のもと

上野専任幹事 東京都レクチャラー
笑顔がつなぐ家族の絆～希望は心の
太陽である～

相続サロン東京上野相談センター　代表

能野　恵美子 新井　悟史

高収益を生み出す経営計画書の作り
方

晴海幹事
地域社会に貢献し、必要とされる企
業を目指す

株式会社古田土経営  代表取締役社長 ウスクラ建設株式会社　代表取締役

飯島　彰仁 薄倉　雄一郎

江戸川区
ゴローズキャフェ

深川
デイナイスホテル東京

03-3672-4122（会場）　03-6811-7841（事務局） 03-6811-7841（事務局）

知覧から学ぶ日本道！と 新卒採用

豊島区相談役 法人スーパーバイザー

2条　苦難福門　解説
株式会社ザメディアジョン　代表取締役 ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｺﾐｭﾆﾃｨ 代表

山近　義幸 工藤　直彦



東京都倫理法人会　モーニングセミナー■月間予定表■　令和2年7月 11

毎週土曜日7：00～8：00 毎週土曜日6：30～7：30
文京区湯島1-7-5 杉並区阿佐ヶ谷南1-34-6

4 4

11 11

18 18

25 25

毎週土曜日6：30～7：30 毎週土曜日7：00～8：00
杉並区上荻2-37-7 世田谷区用賀2-27-1

4 4

11 11

18 18

25 25

杉並区西運営委員
尊己及人　～生きがいとは自分の才
能を活かして誰かの役に立つことで
ある～

世田谷区幹事　東京都レクチャラー

報恩感謝
社会企業大学株式会社 教務部長 オフィス　大橋 代表

瀬田川　史典 大橋　武信

(一社)倫理研究所 出版編集部次席

純粋倫理を学ぶ

渋谷区中央会員

人生浪花節
アークデザイン株式会社 取締役会長

有坂　宏一 林　達夫

東京都相談役　 法人スーパーバイザー

物は生きている

世田谷区会長　／　世田谷区幹事
会長職を務めてから何が変わったか
／　家族の絆

 (株)アコス 代表取締役会長 株式会社Do itプランニング／日総不動産トラスト(株)　代表取締役

小倉　裕美 日比野　満　／　竹内　靖治

杉並区西
㈱ウインローダー本社

世田谷区
用賀　大東京ビル2階

03-3390-2161（会場）　03-6811-7841（事務局） 03-6811-7841（事務局）
杉並区西会員

倫理に生きる－オーガニックコスメ
とSDGs

東京都中央副地区長 東京都レクチャラー
倫理法人会に入会して気が付いたこ
と

株式会社ＴＵＴＵ 東京海上日動あんしん生命保険株式会社

吉川　千明 高野　正史

文京区会員/文京区会員
感謝とともに生きる　／　見えな
かったものが見えてくる

葛飾区会長 東京都レクチャラー
《せっかく！》～全てを感謝にかえ
て～

日本臨床心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ協会 認定臨床心理ｶｳﾝｾﾗｰ・認定臨床心理療法士 /（株）Willing代表取締役 美・華陽　代表

細淵　さやか　/　片野　裕希 加藤　万季

普及事業部 首都圏副方面長

栞に学ぶ

杉並区東副専任幹事

《運》をつかむ習慣
(有)アスピラン　代表取締役 

坂元　一成 石田　美弥子

石川県能美市会長
個性（たち）を知り、個性に徹し、
個性を超えていく

東京都朝礼副委員長
全一統体 -すべてはひとつに繋がっ
ている-

アーニングアカデミー（株）代表取締役 （株）Earth Seed Promotion　代表取締役

浜本　学泰 栗田　一希

文京区
東京ガーデンパレス

杉並区東
新東京会館

03-3813-6211（会場）　　03-6811-7841（事務局） 03-3315-9115（会場）　03-6811-7841（事務局）
東京都副幹事長  東京都レクチャラー

企業理念の大切さ

神奈川県逗子葉山副専任幹事 神奈川県レクチャラー

運命自招　倫理が教えてくれたこと
日本システム開発（株）　代表取締役 （有）ピアコンフォート　代表取締役社長

亀井　政之 正木　久美子



東京都倫理法人会　モーニングセミナー■月間予定表■　令和2年7月 12

毎週土曜日6：30～7：30 開催曜日・時間
小金井市前原町3-33-25 住所

4

★印：倫理研究所より派遣の講師
11 ☆印：東京都倫理法人会より派遣の講話者

【東京都倫理法人会】
〒101-0047　東京都千代田区内神田２－７－１０　神田松楠ビル６階
TEL03-6811-7841　FAX03-5244-4198　　http://www.tokyo-rinri.net

18

25

小金井市
小金井市商工会館２F

042-381-8765（会場）　　03-6811-7841（事務局）
東京都城東地区長 東京都レクチャラー

必ず良くなる。逃げずに花を咲かす
まで。

渋谷区中央会長　東京都レクチャラー

純粋倫理＝羅針盤
（一社）日本お助け隊　代表理事

※会や会場の都合でｾﾐﾅｰの内容が変更になることがあります。
事前にホームページhttp://www.tokyo-rinri.netでｾﾐﾅｰ内容をご確認下さいますようお願
い致します。

片町　光晴 
足立区西相談役　後継者倫理塾長 法人レクチャラー

倫理観
（有）中央工芸    取締役会長

幸田　豊

栞第４条　万象我師　解説
アーティスティックコミュニティ代表

工藤　直彦

倫理法人会役職 資格・倫理研究所資格

テーマ
（株）やちコーポレーション　代表取締役 会社名　役職

坂下　保文 講師名　★

豊島区相談役 法人スーパーバイザー 

※セミナー表の見方

単会名
開催場所

連絡先電話番号（会場）・（事務局）

開
催
日


