
一般社団法人 倫理研究所
愛媛県今治市倫理法人会

入会のご案内

会費

会員特典

倫理法人会憲章
倫理法人会は、実行によって直ちに正しさが証明できる純粋倫理を基底に、経営者の自己革新をは
かり、心の経営をめざす人々のネットワークを拡げ、共尊共生の精神に則った健全な繁栄を実現
し、地域社会の発展と美しい世界づくりに貢献することを目的とした団体である。
これがため以下の「活動指針」と「会員心得」を掲げる。

月額1口1万円（何口でも可。消費税の対象外のため仕入れ税額控除はできません。）
ご入金いただいた会費は、「全国倫理法人会の活動・運営・学習の支援」「講師派遣の諸費用」
「『職場の教養』製作・発行費用」「公益事業活動費」など有効に活用いたします。
入会金は不要です。

●
●

●

経営者モーニングセミナー（毎週水曜日　午前６時半～午前7時半）※他単会や社員様、家族の参加可能
職場朝礼のテキスト『職場の教養』（月刊・非売品）が、一口につき30冊贈呈。
倫理法人会情報誌『RINRIネットワーク』（季刊）が贈呈。
セミナー「経営者の集い」（年6回）
セミナー「倫理経営講演会」（年1回）
経営、健康、家庭生活など、あらゆる問題に関する「倫理指導」が受けられます。（無料）
朝礼指導や社員教育、研修のご相談に応じます。
富士教育センターで開催する各種のセミナーが会員割引料金で受講できます。
会員であれば他の単会にも出席できます。

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

倫理法人会活動指針
倫理の学習と実践の場を提供し、よりよい生活習慣とゆたかな人間性をそなえたリーダーを養成する。
深く家族を愛し、篤く祖先を敬い、なごやかでゆるぎない家庭を築く人を育てる。
「明朗」「愛和」「喜働」の実践により、躍動する職場づくりを推進する。
愛と敬と感謝の経営をめざす会員の輪を拡げ、各種の活動をとおして地域社会の発展に寄与する。
自然を畏敬・親愛し、「地球人」たる自覚を深め、環境の保全と美化に貢献する。

1.
2.
3.
4.
5.

事務局 / 〒793-0003　愛媛県西条市西ひうち6-12
TEL.0897-56-1930　FAX.0897-56-1986

倫理法人会会員心得
朗らかに働き、喜びの人生を創造します。
約束を守り、信頼の輪をひろげます。
人を愛して争わず、互いの繁栄をねがいます。

1.
2.
3.

倫理の勉強と実践（倫理は実践が第一です）全てが、会員特典から学べます。
朝起きの実践（目が醒めたら、サッと起きる）。　モーニングセミナーの参加のために早く起きる。
時間を守る。　定刻にセミナーは開始・終了するため、遅れないように会場に行く。準備を手伝う。
休まず続ける。　継続のリズムを作る。休みが続いていたとしても気を取り直してまた参加する。
挨拶の実践。　出入り口で挨拶。出席者や出会う人に自分から先に明るく元気よく大きな声で挨拶をする。
積極的に参加する。　元気よく進んで「万人幸福の栞」の輪読に参加する。講話やビデオなどで学んだこ
とを実践するためにノートに書き取る。講話者へのマナーとして真剣に聞く。
即行・即止の実践。　 呼ばれたら、即座に「はい！」と答える。学びからの気づきを即実践する。
喜んで受ける。　頼まれたことや、お役が回って来たら、「はい！」と言って喜んで受ける。
清掃の実践。　清掃活動への積極的参加。気づいたゴミを拾う。
後始末の実践。　起立したときは、椅子を入れる。会場・施設の後始末をする。
愛和の実践。　夫婦、親子、兄弟、親類縁者、ご近所、職場、会員同士、役員同士仲良くする。
学びの実践。　セミナーで学んだ事の出来ることから個人で、家庭で、職場で、実践する。
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11.

平成15年8月4日発足

企業に倫理を！職場に心を！



経営者モーニングセミナー　

歴代会長

倫理法人会は、一般社団法人倫理研究所の法人会
員組織です。「企業に倫理を　職場に心を　家庭
に愛を」をスローガンに、まず経営者自身が純粋
倫理を学び、活力に満ちた人間に変わることに
よって、社員が変わり、社風が変わり、自社の繁
栄を目指すものです。倫理法人会の会員同士が集
い、語り合うことで、自分では気づかないような
経営のヒントも得られます。人と人との出会いは、
経営力を高める強い原動力です。

毎週水曜日、AM6:30より開催。
純粋倫理に基づいた企業経営を学び、朝型の生活習慣を体得す
る場。会員同士の交流・情報交換も盛んです。

AM6:30～AM7:30　今治国際ホテル

本部から派遣される講師による、役職者の為の「倫理経営基礎講
座」と、全国各地から講師をお招きして倫理体験発表を拝聴する
「ナイトセミナー」があります。諸事情でモーニングに参加出来
ない方にもオススメです。

月1回18：30より国際ホテルにて開催

小田 道人司
（平成15年8月～平成18年8月）

池浦 孝典
（平成18年9月～平成21年8月）

越智 紀方
（平成23年9月～平成26年8月）

重松 宗孝
（平成21年9月～平成23年8月）

光藤 貴志
（平成26年9月～平成29年8月）

 森本 真博
（平成29年9月～令和2年8月）

倫理経営基礎講座・ナイトセミナー

その他　親睦バスツアー・新年会・各種交流

■愛媛県倫理法人会 18 単会 1600 社

■今治市倫理法人会は約 170 社が加盟
　（県内最大規模）

■倫理法人会　会員社数
　約 68000 社

■経営者モーニングセミナー
　全国約 720 カ所で開催（毎週 1回）

■倫理経営講演会　
　全国約 720 カ所で開催（毎年 1～5月）

元気な会社はトップが早起き！

倫理法人会とは

　今治市倫理法人会第7代目会長を令和3年度より拝命しております安永隆と申し
ます。当会は約170社の会員のみなさまと「真剣に楽しく」をモットーに、そして「一
歩踏み出し真（ほんもの）の仲間づくり」をスローガンに日々活動しています。毎週
水曜日6：30より活気あるモーニングセミナーを開催しておりますので、ご興味のあ
る方は覗いてみてください。

　今治市倫理法人会は平成15年8月4日に設立され、本年度19年目を迎えておりま
す。私自身は脈 と々繋がれてきた「会長」というバトンを第7代目として昨年度より
預からせていただいております。
　現在私たちは、コロナ禍という厳しい時代を生きています。誰もが「経験がな
い」「先が見えない」という中で、決断をしないといけない状況も多 あ々り、その時
の判断に何が大切かというと間違いなくリーダーの「倫理観」だと思います。

　倫理は学ぶだけでは何も変わりません。学んだら直ちに実践してみる。学んだら素直に実行してみる。気づいた
ら理屈なしでやってみる。そうすることで周りに変化が出てくることを体験するとともに自分自身にも大きな力とな
ります。いざという場面では『日頃』が出ると言います。倫理法人会ではモーニングセミナーをはじめ全ての活動に
おいて、企業・家庭の繁栄するための大切なことを習得する機会があります。
　今治市倫理法人会には朗らかで前向きな仲間がたくさんいます。その仲間たちと企業・家庭が繁栄することで
地域貢献ができるようにこれからも努めてまいります。

今治市倫理法人会　会長

安永  隆

活動内容

駅前花いっぱい大作戦 Part2　R3.12.19※令和4年度時点

親睦バスツアー（姫路城）　H27.7.5平成27年度倫理経営講演会
H27.4.14

親睦バスツアー（松江城）　H28.5.22

鈴木啓示氏の特別モーニングセミナー
H28.5.18

土佐礼子氏の特別モーニングセミナー
H28.10.12

スポーツ特別モーニングセミナー（3週連続）　H30.2.7.14.21

6代会長5代会長4代会長3代会長2代会長初代会長

ごあいさつ
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