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第 53 回 教育者研究会 詳細 
 

Ⅰ．開催概要 

 

●期間：平成 28 年 6 月 8 日（水）～平成 29 年 2 月 14 日（火） 

●会場数：83 会場 

●参加対象：教職員、保護者、教育委員会関係者その他教育に関心を有する方 

●参加者総数：7,630 名 
 

Ⅱ．後援名義使用許可団体 ( 530 団体) (共催 12 団体) 
                              (下線のあるものは共催団体、太字は文部科学省、都道府県教委) 

１ 文部科学省 (27 受文科総第 2571 号) 

 

２ 地方公共団体  盛岡市 滝沢市 横手市 湯沢市 荒川区 江戸川区 静岡市 江南市 大阪府 大阪市 東大阪市 堺市 柏

原市 高知県 (14 県区市町村) 

 

３ 各地教育委員会(太字は都道府県) 
北海道 苫小牧市 室蘭市 登別市 伊達市 豊浦町 洞爺湖町 壮瞥町 白老町 厚真町 安平町 むかわ町 青森県 八戸市 田

子町 三戸町 南部町 五戸町 階上町 新郷村 おいらせ町 三沢市 十和田市 横浜町 野辺地町 岩手県 盛岡市 滝沢市 秋

田県 横手市 湯沢市 由利本荘市 大仙市 にかほ市 仙北市 美郷町 羽後町 東成瀬村 宮城県 仙台市 山形県 飯豊町 小国

町 長井市 白鷹町 福島県 須賀川市 茨城県 水戸市 笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 小美玉市 茨城町 大洗町 

城里町 東海村 大子町 栃木県 宇都宮市 埼玉県 さいたま市 深谷市 本庄市 熊谷市 秩父市 東松山市 神川町 千葉県 

柏市 我孫子市 鎌ヶ谷市 流山市 松戸市 船橋市 市川市 君津市 木更津市 富津市 袖ヶ浦市 群馬県 高崎市 新潟県 長

岡市 東京都 江東区 葛飾区 目黒区 大田区 世田谷区 荒川区 板橋区 足立区 神奈川県 横浜市 相模原市 平塚市 秦野

市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 愛川町 静岡県 静岡市 御殿場市 沼津市 裾野市 小山町 函南町 牧之原

市 焼津市 藤枝市 菊川市 掛川市 御前崎市 島田市 吉田市 川根本町 浜松市 磐田市  岐阜県 岐阜市 各務原市 羽島市 

関市 美濃市 多治見市 本巣市 山県市 岐南町 笠松町 大垣市 瑞浪市 土岐市 可児市 恵那市 中津川市 美濃加茂市 瑞

穂市 海津市 郡上市 下呂市 北方町 白川町 東白川村 七宗町 川辺町 八百津町 御嵩町 富加町 坂祝町 養老町 関ヶ原

町 神戸町 輪之内町 安八町 揖斐川町 大野町 池田町 垂井町 愛知県 一宮市 稲沢市 江南市 犬山市 岩倉市 あま市 

津島市 愛西市 弥富市 名古屋市 大治町 蟹江町 飛鳥村 三重県 桑名市 いなべ市 四日市市 鈴鹿市 亀山市 津市 松阪

市 伊勢市 伊賀市 名張市 鳥羽市 志摩市 尾鷲市 熊野市 木曽岬町 東員町 菰野町 朝日町 川越町 多気町 玉城町 明

和町 度会町 南伊勢町 大台町 紀北町 大紀町 紀宝町 御浜町 石川県 金沢市  七尾市 かほく市 珠洲市 輪島市 穴水町 

中能登町 志賀町 宝達志水町 能登町 福井県 福井市  越前市 大野市 勝山市 敦賀市 鯖江市 あわら市 坂井市 永平寺町 

南越前町 越前町 池田町 小浜市 おおい町 高浜町 美浜町 若狭町 滋賀県 高島市 栗東市 長浜市 米原市  湖南市 甲賀

市 京都府 京田辺市 八幡市 宇治市 城陽市 久御山町 木津川市 宇治田原町 精華町 井出町 京都市 綾部市  福知山市 

南丹市 舞鶴市 宮津市 京丹後市 亀岡市 与謝野町 伊根町 大阪府 和泉市 泉大津市 忠岡町 岸和田市 貝塚市 泉佐野市 

熊取町 田尻町 大阪市 柏原市 藤井寺市 松原市 羽曳野市 東大阪市 堺市 守口市 門真市 奈良県 奈良市 大和高田市 

大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 山添村 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵

町 川西町 三宅町 田原本町 曾璽村 御杖村 高取町 明日香村 上牧町 王子町 広陵町 河合町 吉野町 大淀町 下市町 

黒滝村 天川村 野迫川村 下北山村 上北山村 川上村 東吉野村 和歌山県 和歌山市 岩出市 島根県 安来市 松江市 雲南

市 出雲市 大田市 浜田市 奥出雲町 岡山県 岡山市 倉敷市 津山市 井原市 総社市 高梁市 瀬戸内市 美作市 広島県 

広島市 大竹市 廿日市市 呉市 東広島市 三原市 竹原市 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 安芸高田市 江田島市 

山口県 宇部市 下松市 下関市 周南市 萩市 光市 岩国市 防府市 柳井市 山口市 周防大島町 上関町 平生町 田布施町 

島根県 津和野町 吉賀町 徳島県 香川県 高松市 丸亀市 坂出市 観音寺市 さぬき市 東かがわ市 三豊市 土庄町 小豆島

町 三木町 直島町 宇多津町 綾川町 琴平町 多度津町 まんのう町 愛媛県 高知県 高知市 福岡県 福岡市 佐賀県 佐賀

市 鳥栖市 神崎市 小城市 多久市 唐津市 伊万里市 武雄市 嬉野市 鹿島市 大分県 別府市 沖縄県 沖縄市 宮古島市 

（408団体） 
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４ 各種団体  

胆振教育研究所 

 青森県退職校長会三八支部 

 三八地区青少年赤十字指導者協議会 

 デーリー東北新聞 

 東奥日報新聞社 

 岩手県小学校校長会 

 岩手県中学校校長会 

 岩手県小中学校副校長会 

 盛岡市小学校校長会 

 盛岡市中学校校長会 

 盛岡市小中学校副校長会 

 滝沢市小中学校校長会 

 滝沢市小中学校副校長会 

 岩手県ＰＴＡ連合会 

 盛岡市ＰＴＡ連合会 

 滝沢市ＰＴＡ連絡協議会 

 岩手県道徳教育研究会 

ＩＢＣ岩手放送 

岩手日報社 

 盛岡タイムス社 

 秋田県教育研究会横手支会道徳研究会 

宮城県市町村教育委員会協議会 

 宮城県小学校校長会 

 宮城県中学校校長会 

 仙台市小学校校長会 

 仙台市中学校校長会 

 宮城県退職校長会 

 福島県市町村教育委員会連絡協議会 

 福島県小学校校長会 

 福島県中学校校長会 

 福島県公立学校長退職校長会 

 福島県ＰＴＡ連合会 

 茨城県市町村教育長協議会 

茨城県青少年育成協会 

茨城県教育会 

 

茨城県ＰＴＡ連絡協議会 

茨城県子ども会育成連合会 

栃木県市町村教育委員会連合会 

 栃木県小学校校長会   

 栃木県中学校校長会 

 栃木県高等学校校長会 

 栃木県ＰＴＡ連合会 

 栃木県高等学校ＰＴＡ連合会 

 栃木県連合教育会  

 栃木県幼稚園連合会 

千葉県小中学校校長会 

千葉県高等学校長協会 

群馬県市町村教育委員会連絡協議会 

 群馬県小中学校ＰＴＡ連合会  

 群馬県高等学校ＰＴＡ連合会 

上毛新聞社 

心の東京革命推進協議会 

東京商工会議所荒川支部 

東京荒川ロータリークラブ 

神奈川県公立小中学校校長会 

伊勢原市公立小学校校長会 

伊勢原市公立中学校校長会 

横浜市ＰＴＡ連絡協議会 

岐阜県教育者道徳研究会 

静岡市ＰＴＡ連絡協議会 

静岡新聞社 

静岡放送 

三重県小中学校校長会 

三重県ＰＴＡ連合会 

相楽東部広域連合教育委員会 

木の実保育園 

島根県小学校校長会 

 島根県中学校校長会 

島根県私立中学高等学校連盟 

島根県ＰＴＡ連合会 

 

岡山県小中学校校長会  

 山陽新聞社 

広島県公立中学校校長会 

広島県連合小学校校長会 

広島県ＰＴＡ連合会 

広島市ＰＴＡ協議会 

ＮＨＫ広島放送局 

中国新聞社 

山口県小学校長会 

山口県中学校長会 

  山口県ＰＴＡ連合会 

  山口県教育会 

 徳島県小中学校管理職員協議会 

 徳島県教職員団体連合会 

 香川県小学校校長会 

 香川県中学校校長会 

 四国新聞社 

高知県市町村教育委員会連合会 

 高知県小中学校校長会 

 高知県小中学校ＰＴＡ連合会 

高知新聞社 

 ＲKＣ高知放送 

 愛媛県市町村教育委員会連合会 

愛媛県教育会 

 愛媛県教育研究協議会 

  愛媛県小中学校校長会 

  愛媛県小中学校教頭会 

佐賀県市町教育委員会連合会 

佐賀県小学校校長会 

 佐賀県中学校校長会 

佐賀県道徳教育研究会 

佐賀県ＰＴＡ連合会 

佐賀新聞社 

(104団体) 
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開催地名 日程 テーマ 会場 後援 運営
（協議会または事務所）

札幌市 6/19 心新たに生きる モラロジー研究所北海道出張所 北海道・札幌市 各教育委員会 札幌北

札幌市 6/26 明るく温かい家庭づくり モラロジー研究所北海道出張所 北海道・札幌市 各教育委員会 札幌豊平

札幌市 7/10 人生を拓く力それは！ モラロジー研究所北海道出張所 北海道・札幌市 各教育委員会 札幌中央

札幌市 10/2 シニアライフ～医療・介護・終活～ 札幌市教育文化会館 北海道・札幌市 各教育委員会 札幌西

小樽市 9/11 地域とのつながり 小樽経済センター 小樽市教育委員会 小樽

旭川市 7/14～15 心の力新発見 旭川市大雪クリスタルホール 北海道・旭川市 各教育委員会 旭川

帯広市 11/16～17 心新たに生きる とかちプラザ 帯広市教育委員会 帯広

苫小牧市 10/30 思いやりと感謝 苫小牧市民活動センター 北海道・苫小牧市 各教育委員会 苫小牧

美唄市 6/16～17 家庭と学校と社会の道徳の心は 美唄市総合福祉センター 北海道・美唄市 各教育委員会 美唄

深川市 7/9～10 心新たに生きる 深川市経済センター 北海道・深川市 各教育委員会 北空知深川

八戸市 6/26 心の力新発見 八戸市総合福祉会館
八戸市、八戸市教育委員会、デーリー東北新聞社、㈱東奥日報社、ビー

エフエム㈱
八戸

三沢市 11/27 心新たに生きる 三沢市商工会館
青森県・三沢市・十和田市・おいらせ町・六戸町 各教委、上北労働基準協

会、三沢市商工会、他
三沢

盛岡市 11/10～11 元気になる心のつかい方を見つけませんか 盛岡市西部公民館 盛岡市・滝沢市、盛岡市・滝沢市 各教育委員会 盛岡

大船渡市 9/16～17 魅力ある地域づくり、自分づくり 大船渡市総合福祉センター 大船渡市教育委員会、㈱東海新報社 大船渡

二戸市 6/8～9 心新たに生きる 二戸市民文化会館 二戸市教育委員会 二戸

奥州市 10/16 思いやりの心とは 前沢勤労者研修センター 奥州市教育委員会 奥州

塩竈市 11/6 心新たに生きる マリンゲート塩釜 宮城県・塩竃市・多賀城市・利府町・松島町・七里ヶ浜町 各教育委員会 塩竈

東松島市 10/16 介護の心得 東松島市コミュニティセンター 東松島市教育委員会 東松島

横手市 4/17 道徳は家庭から サンサン横手 横手市、秋田県・横手市 各教育委員会 横手

由利本荘市 10/15 家族の絆 由利本荘市 西目公民館「シーガル」 秋田県・由利本荘市・にかほ市 各教育委員会 本荘にかほ

由利本荘市 10/29 日本人でよかった ボートプラザ　アクアパル 由利本荘市・にかほ市 各教育委員会 由利

大仙市 6/18 人生を豊かにする生き方 大仙市大曲交流センター 秋田県・大仙市 各教育委員会 大曲

羽後町 7/18 人を生かす心づかい 羽後町文化交流施設「美里音」 羽後町、秋田県・羽後町 各教育委員会 湯沢雄勝

山形市 7/14～15 出会いと気づきの二日間 山形ビッグウイング 山形県・山形市 各教育委員会 山形

米沢市 9/11 幸せは、家庭から 米沢市松川コミュニティセンター 米沢市教育委員会 米沢

長井市 11/7～8 元気になる心のつかい方を見つけませんか タスパークホテル 長井市・白鷹町・飯豊町 各教育委員会 長井

天童市 6/15～16 人を幸せにする人が幸せになる パラシオもがみ 天童市、天童市教育委員会 天童

東根市 10/12～13 道徳は家庭から 東根市職業訓練センター 東根市・村山市・尾花沢市・大石田町 各教育委員会 さくらんぼ東根

いわき市 6/26 心の力新発見 いわき市文化センター 福島県・いわき市 各教育委員会、いわき民報社 いわき

白河市 7/13～14 心の力新発見 白河市立図書館 福島県・白河市 各教育委員会 白河

二本松市 11/9～10 幸福感ある家庭づくり 二本松市安達公民館 二本松市・本宮市・大玉村 各教育委員会 二本松

保原町 2/26 感謝の心が人生を変える モラロジー研究所東北出張所 福島県・伊達市、福島県・伊達市 各教育委員会、 伊達

結城市 6/12 今の生き方を見つめ直してみませんか？ 結城市中央公民館 茨城県・結城市 各教育委員会、結城商工会議所 結城

つくば市 11/19 学校と家庭と地域の絆を考える つくば市役所
つくば市教委共催、茨城県・取手・守谷・龍ヶ崎・つくばみらい・牛久・土浦

各市・阿見・利根 各町 各教
ひたち野

宇都宮市 6/23～24 今をどう生きる パルティとちぎ男女共同参画センター 栃木県・宇都宮市 各教育委員会 宇都宮

足利市 11/27 おじいちゃんから孫へのメッセージ 足利市研修センター
栃木県・足利市 各教委、足利市小中学校校長会、足利市小中学校ＰＴＡ

連合会、足利文化協会
足利

栃木市 10/23 心新たに生きる 栃木市吹上公民館 栃木県・栃木市 各教育委員会 栃木市

鹿沼市 9/25～25 ありがとうの心で生きる 鹿沼商工会議所 栃木県・鹿沼市 各教育委員会 鹿沼

野木町 6/19 家族の絆を考える 野木エニスホール 栃木県・小山市・野木町 各教育委員会 野木

小山市 8/24～25 明るく　楽しく　生き生きとした家庭づくり 小山市立文化センター 栃木県・小山市・下野市 各教育委員会、小山北・小山中央 各ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 小山

高崎市 10/6～7 心新たに生きる 高崎市総合福祉センター 高崎市教育委員会 高崎

桐生市 10/22 人生を変える心のはたらき 桐生市市民文化会館 群馬県・桐生市・みどり市 各教育委員会、桐生タイムス社、ＦＭ桐生 桐生

伊勢崎市 10/21～22 心新たに生きる 伊勢崎市文化会館 群馬県・伊勢崎市 各教育委員会 伊勢崎

前橋市 9/13～14 心がつくる人生 群馬県生涯学習センター 群馬県・前橋市 各教育委員会 前橋

高崎市 10/14～15 心新たに生きる 吉井文化会館 群馬県・高崎市 各教育委員会 吉井

沼田市 9/15～16 心新たに生きる 沼田市中央公民館 群馬県・沼田市 各教育委員会 沼田

みなかみ町 10/8～10 心の羅針盤 廣池千九郎谷川記念館 さいたまももとせ

さいたま市 6/12 心の力新発見 与野本町公民館 埼玉県・さいたま市 各教育委員会 さいたま中央

さいたま市 9/10 心新たに生きる さいたま市民会館いわつき 埼玉県・さいたま市 各教育委員会 さいたま岩槻

熊谷市 9/10 心のスイッチを切りかえよう 熊谷市立勤労会館
埼玉県・熊谷市 各教育委員会、熊谷市PTA連合会、熊谷市長寿クラブ、

熊谷市公民館連合会
熊谷

川口市 10/12～13 家庭と家族のカタチ 川口総合文化センターリリア 埼玉県・川口市 各教育委員会 川口

行田市 9/25 心身の健康と道徳 行田市商工センター 埼玉県・行田市 各教育委員会 行田

秩父市 5/24～25 心新たに生きる 秩父市クラブハウス21 秩父市、埼玉県・秩父市 各教育委員会 秩父

深谷市 9/10～11 心新たに生きる 深谷市幡羅生涯学習センター・幡羅公民館 深谷市、埼玉県・深谷市 各教育委員会 深谷

草加市 2/22～23 心の力新発見 草加市文化会館 草加市教育委員会 草加

蕨市 9/13～14 心の力新発見 蕨商工会議所 埼玉県・蕨市 各教育委員会 蕨

三郷市 2/19 家族の絆 三郷市文化会館 埼玉県・三郷市 各教育委員会 三郷

越生町 9/18 おかげさまの心 越生町やまぶき公民館 埼玉県・毛呂山町・越生町、埼玉県・毛呂山町・越生町 各教育委員会 西入間

千葉市 5/22 “道徳は家庭から”　感謝の気持ちを伝えよう 昭和の森フォレストビレッジ 千葉県・千葉市 各教育委員会、千葉日報社 千葉緑

市川市 11/20 きずな 千葉県モラロジー協議会 千葉県・市川市、千葉県・市川市 各教育委員会 市川

習志野市 5/21 心のスイッチを切りかえよう 習志野市市民プラザ大久保 千葉県、千葉県・習志野市・船橋市 各教育委員会 津田沼

松戸市 11/27 “心の力”新発見 松戸市常盤平市民センター 千葉県、千葉県・松戸市 各教育委員会 松戸

野田市 7/16 心新たに生きる 興風会館 千葉県 野田

成田市 3/18 心新たに生きる 成田ビューホテル 千葉県、千葉県・成田市 各教育委員会、㈱千葉日報社 成田

佐倉市 7/23 家族の絆、地域の絆を育てよう 佐倉市臼井公民館
佐倉市・佐倉市教委・佐倉市社福協 各共催、千葉県・千葉県教委・佐倉
市ＰＴＡ連絡協議会他 各後援

さくら

東金市 11/6 ありがとう　おかげさまで 東金商工会館 千葉県・東金市、東金市教育委員会、千葉日報社 東金

銚子市 5/22 心新たに生きる 銚子市勤労コミュニティセンター 千葉県、千葉県・銚子市 各教育委員会 銚子

柏市 6/12 お母さんはみんな一生懸命 公益財団法人モラロジー研究所 千葉県・柏市 各教育委員会 柏

柏市 9/17～19 「いいね！」を増やして輝く明日へ 公益財団法人モラロジー研究所 東京都

柏市 11/23 心も体も健やかに 公益財団法人モラロジー研究所 千葉県、千葉県・流山市 各教育委員会 流山

柏市 2/11 子育て 公益財団法人モラロジー研究所 柏市、柏市教育委員会、柏市社会福祉協議会 廣池学園

君津市 10/16 心の力新発見 君津市勤労者総合福祉センター 千葉県、千葉県・木更津市・君津市・富津市・袖ヶ浦市 各教育委員会 上総

香取市 2/22～23 家族の絆 パレス大藤 千葉県、千葉県・香取市 各教育委員会、香取市社会福祉協議会 佐原

《一般対象》　参加者数：35,585名　　後援：文部科学省、各都道府県、各地の教育委員会ほか
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秋田県
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茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県
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千代田区 10/22 和（やわらぎ）の心　和（わ）の文化 かがやきプラザ 千代田区、東京都教育委員会、東京商工会議所千代田支部 千代田

中央区 10/29 心の力新発見 中央区立女性センター「ブーケ21」 東京都中央区、東京都・中央区 各教育委員会、中央区社会福祉協議会 日本橋

港区 4/2 心新たに生きる TKP田町カンファレンスセンター 東京都・港区 各教育委員会、芝法人会三田地区 東京港

新宿区 7/31 心新たに生きる 麗澤大学東京研究センター 東京都教育委員会、東京商工会議所新宿支部 新宿

文京区 6/14～15 家族のありかた 文京区民センター 文京区、東京都教育委員会、東京商工会議所文京支部 文京

台東区 10/12～13 家族って！ 台東区民会館 東京都・台東区 各教育委員会 台東

江東区 2/26 今モラルが問われています モラロジー研究所東京出張所 江東区教育委員会、江東区社会福祉協議会 江東

世田谷区 10/23 心も体も健やかに 玉川区民会館 東京都・世田谷区 各教育委員会 世田谷南

世田谷区 11/6 “家族”ってあたりまえ？ 世田谷区桜新町区民集会所 東京都・世田谷区 各教育委員会 世田谷桜新町

世田谷区 11/20 あたりまえの人生から感謝の人生へ 梅丘パークホール（北沢区民会館別館） 東京都・世田谷区 各教育委員会 世田谷北沢

中野区 7/2 家族のきずな 中野サンプラザ 中野区役所、東京都教育委員会 東京中野

杉並区 10/23 日本の誇りと伝統の再発見 産業商工会館 杉並区教育委員会 杉並

北区 3/19 健康と生きがい 越野建設㈱集会場 東京北

荒川区 10/14～15 仕事と生きがい サンパール荒川 東京都・荒川区 各教育委員会、荒川ロータリークラブ 荒川

足立区 10/15 感謝・感動・感激・人生の三感王 ギャラクシティ 東京都・足立区 各教育委員会、こころの東京革命協会 足立

葛飾区 2/19 地域で育てる思いやりの心 葛飾亀有地区センター 東京都・葛飾区 各教育委員会 葛飾

八王子市 6/19 元気になる心の使い方を見つけませんか 八王子市東浅川保健福祉センター 東京都・八王子市 各教育委員会 八王子

府中市 3/25 心新たに生きる ルミエール府中 東京都・府中市 各教育委員会 東京府中

町田市 6/19 幸、不幸はあなたの心が決める 町田市民ホール 東京都・町田市 各教育委員会 町田

青梅市 6/12 心の力新発見 青梅市福祉センター 東京都・青梅市・あきる野市・羽村市・福生市 各教育委員会 福生

横浜市 6/26 今、シニア世代を生きる AP横浜駅西口会議室 横浜

横浜市 6/26 ときめく出会いのメカニズム AP横浜駅西口会議室 横浜

横浜市 6/26 親子を育てる心の力 AP横浜駅西口会議室 横浜

横浜市 2/26 心とからだ 横浜市鶴見公会堂 鶴見区 横浜鶴見

横浜市 3/12 いま、いちばん大切なもの 横浜市城郷小机地区センター 横浜港北

川崎市 3/19 家族の絆を深める ユニオンビル 富士通労働会館 川崎市、川崎市教育委員会、川崎ＦＭ 川崎

相模原市 2/26 心新たに生きる 相模原市民会館 相模原市教育委員会 相模原

平塚市 3/12 習慣が人生を決める ひらつか市民活動センター 平塚市教育委員会 平塚

藤沢市 8/27 こどもと共に育ち合う家族 藤沢商工会館ミナパーク 藤沢市教育委員会、藤沢商工会議所 藤沢

小田原市 10/30 心新たに生きる 小田原市川東タウンセンター「マロニエ」 小田原市・南足柄市・大井町 各教育委員会 小田原

伊勢原市 2/26 思いやりのひと声 伊勢原シティプラザ ふれあいホール 神奈川県・伊勢原市・愛川町 各教育委員会 伊勢原

寒川町 11/6 心新たに生きる 寒川町総合体育館 寒川町教育委員会 茅ケ崎寒川

新潟市 10/16 心新たに生きる 新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター
新潟県・新潟市、新潟県・新潟市 各教育委員会、新潟市小中学校ＰＴＡ

連合会
新潟

燕市 10/19～20 心の力新発見 燕市分水公民館 新潟県、新潟県教育委員会 蒲原

長岡市 10/30 介護を通じて考える人生 長岡市社会福祉センター 新潟県・長岡市、新潟県・長岡市 各教育委員会 長岡

三条市 7/28～29 豊かな心、輝きのある人生 燕三条地場産業振興センター 三条市・燕市、新潟県・三条市・燕市 各教育委員会 燕三条

小千谷市 7/10 自然と共に生きる 小千谷市民学習センター「楽集館」 新潟県・小千谷市 各教育委員会 小千谷

五泉市 10/13～14 心新たに生きる 五泉市福祉会館 新潟県、新潟県・五泉市 各教育委員会 五泉

富山市 9/11 慈愛の心を育む　温かい家庭づくりのために 富山県民共生センター「サンフォルテ」 富山市教育委員会 富山南

富山市 10/30 はじめませんか？心のサプリ 富山県民会館 富山市教育委員会 富山北

金沢市 10/12～13 職場に生かす三方よし 石川県女性センター 石川県・金沢市・野々市市 各教育委員会 金沢

福井市 5/26～27 あたたかな家庭づくり ㈱安田蒲鉾
福井県・福井市、福井県・福井市 各教育委員会、福井ライフアカデミー連

携
福井北

福井市 9/28～29 親の後ろ姿が子供を育てる 安田蒲鉾㈱ 福井県・福井市 各教育委員会、福井ライフアカデミー連携 福井西

福井市 10/4～5 幸せになるための生き方・考え方 福井県国際交流会館 福井県・福井市 各教育委員会 福井東

福井市 10/7～8 道徳は家庭から　親子夫婦の間から 福井県国際交流会館 福井県・福井市 各教育委員会 福井中

福井市 11/17～18 心の力新発見 福井県国際交流会館 福井県・福井市 各教育委員会 福井南

敦賀市 10/19～20 心新たに生きる プラザ萬象 福井県・敦賀市 各教育委員会、福井ラフアカデミー連携 敦賀

小浜市 10/13～14 伝えよう　感謝の心 小浜市働く婦人の家 福井県・小浜市 各教育委員会、福井ライフアカデミー連携 小浜

小浜市 10/20～21 自分は変えられる 福井県立若狭図書学習センター 福井県・小浜市 各教育委員会、福井ライフアカデミー連携 小浜

小浜市 10/27～28 よし！やってみよう！ 小浜市働く婦人の家 福井県・小浜市 各教育委員会、福井ライフアカデミー連携 小浜

大野市 7/30 企業発展の法則と徳づくりの経営 大野商工会議所 大野商工会議所、奥越法人会 福井大野

鯖江市 6/19 あなたの心の持ち方で人生が変わる アイアイ鯖江 健康福祉センター 鯖江市教育委員会 鯖江

越前市 9/28～29 感謝の気持ちで人生が変わる 越前市文化センター 越前市教育委員会 武生

坂井市 10/23 心がつくる幸せな人　第2の人生を楽しく 江留上コミュニティセンター 福井県・坂井市 各教育委員会、福井ライフアカデミー連携 坂井

高浜町 11/24～25 運を拓く ＪＡ若狭　高浜支店 福井県・高浜町・おおい町 各教育委員会 高浜

若狭町 10/25～26 心新たに生きる 福井県立三方青年の家 福井県・若狭町 各教育委員会 若狭

若狭町 11/10～11 三方青年の家 福井県・若狭町 各教育委員会 若狭

長野市 7/24 心新たに生きる 信濃教育会館
長野県・長野市 各教育委員会、長野市社会福祉協議会、NHK長野放送

局、信濃毎日新聞社
長野

上田市 9/4 幸福になる道 長野県上小トラック研修会館 長野県・上田市 各教育委員会 上田

須坂市 6/19 元気な心と体 仁礼コミュニティセンター 長野県・須坂市・小布施町・高山村 各教育委員会 須坂

駒ケ根市 10/23 ありがとうの力 駒ケ根市農村環境改善センター「一心館」 長野県・駒ケ根市 各教育委員会 駒ヶ根

中野市 10/23 心がつくる人生 中野地域職業訓練センター 長野県・中野市 各教育委員会 中野

諏訪市 6/21～22 心新たに生きる 諏訪市文化センター
長野県・諏訪市・茅野市 各教育委員会、諏訪市・茅野市 各社会福祉協
議会、長野日報社

諏訪

飯田市 10/20～21 「家族の絆」家族・地域の絆、道徳力の向上 飯田市伊賀良公民館 長野県・飯田市・阿智村・下條村 各教育委員会 飯田

飯島町 4/13～14 あたたかい家庭づくりの秘訣 井坪建設㈱内「まなびや」 長野県・飯島町 各教育委員会 駒ヶ根

岐阜市 7/11 家族のきずな 岐阜都ホテル 岐阜市、岐阜県・岐阜市 各教育委員会 岐阜西

岐阜市 10/20～21
未来につなぐ感謝の心-笑顔のために今必要な

こと-
長森コミュニティセンター 岐阜市、岐阜県・岐阜市 各教育委員会 岐阜中央

大垣市 9/24 心新たに生きる 大垣市民会館 共催：大垣市、大垣市教育委員会、後援：岐阜県教育委員会 大垣

関市 11/27 感謝の心でより良い人生を！ アピセ・関 関市、岐阜県・関市 各教育委員会 関

羽島市 7/8～9 感謝の心が未来（あした）を変える 不二羽島市文化センター 岐阜県・羽島市 各教育委員会 岐阜羽島

土岐市 10/27～28 心がつくる明るい家庭 セラトピア土岐 岐阜県・土岐市 各教育委員会 土岐

各務原市 11/27 喜びのある人生 各務原市中央ライフデザインセンター 各務原市、岐阜県・各務原市 各教育委員会 各務原

可児市 11/12 損して徳とれ 可児市中恵戸公民館
岐阜県・可児市・御嵩町 各教育委員会、(徳)可児市ＮＰＯ協会、ケーブル

テレビ可児、中日新聞社
可児

山県市 10/19～20 心がつくる人生 山県市美山中央公民館 岐阜県・山県市、山県市教育委員会 岐阜やまがた

本巣市 10/19～20 幸せな家庭は感謝の心から 岐阜もとすモラロジー事務所 岐阜県・瑞穂市・本巣市・北方町 各教育委員会 岐阜もとす

下呂市 10/19 街づくりは自分づくり 下原公民館 岐阜県教育委員会 下呂

海津市 7/2～3 心新たに生きる 海津総合福祉会館「ひまわり」 岐阜県・海津市 各教育委員会 海津

岐南町 7/14～15 高齢化社会を迎えて考える 岐南町中央公民館 岐南町共催、笠松町、岐阜県・羽島郡二町 各教育委員会 岐阜かわなみ

静岡市 7/3 今こそ人間力アップ-職場で輝く生き方- 静岡県総合研修所 もくせい会館 静岡県・静岡市 各教育委員会、静岡新聞社、静岡放送 静岡市葵

静岡市 9/25 心の年齢を重ねて人生を楽しむ 長田生涯学習センター 静岡県・静岡市 各教育委員会、静岡新聞社、静岡放送 静岡市駿河

東京都

神奈川県

新潟県

福井県

石川県

長野県

岐阜県

静岡県

富山県
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静岡市 9/28～29 心の力、新発見 興津生涯学習交流館 静岡県・静岡市 各教育委員会、静岡新聞社、静岡放送 静岡市清水東

静岡市 10/15 さわやかに美しく生きる 興津生涯学習交流館 静岡県・静岡市 各教育委員会、静岡新聞社、静岡放送 静岡市清水西

浜松市 10/12～13 道徳は家庭から 浜松労政会館
静岡県・浜松市 各教育委員会、静岡新聞、ＳＢＳ、中日新聞東海本社、

浜松商工会議所
浜松東

浜松市 10/30 家族力を高める 浜松市雄踏文化センター 静岡県・浜松市 各教育委員会 浜名湖

沼津市 11/7～8 心新たに生きる プラサ ヴェルデ 静岡県・沼津市 各教育委員会、静岡新聞社、ＳＢＳ静岡放送 沼津

浜松市 3/5 今！家族を考える 浜松労政会館
浜松市、浜松市教育委員会、中日市新聞東海本社、静岡新聞社、静岡放

送
浜松西

磐田市 9/25 笑顔で未来を変えよう 磐田市豊岡中央交流センター
磐田市・袋井市・森町、静岡県・磐田市・袋井市・森町 各教委、静岡新聞

社、静岡放送、中日新聞東海本社
静岡磐周

焼津市 2/11 生き生き　心とからだ 焼津公民館
静岡県・焼津市 各教育委員会、静岡新聞社、ＳＢＳ静岡放送、産経新聞

静岡支局
焼津

藤枝市 11/10～11 こころのチカラ新発見 藤枝市高洲地区交流センター 静岡県・藤枝市・島田市 各教育委員会、静岡新聞、静岡放送 藤枝

御殿場市 6/22～23 思いやりでつながる・こころと心 御殿場市民会館
静岡県・御殿場市 各教育委員会、御殿場市社会福祉協議会、静岡新聞

社、ＳＢＳ静岡放送
御殿場

御前崎市 11/18～19 心新たに生きる 御前崎市文化会館
御前崎市、静岡県・御前崎市 各教育委員会、静岡新聞社、静岡放送、産

経新聞社静岡支局
御前崎

函南町 9/25 心の力を生かす 廣池千九郎畑毛記念館 静岡県・函南町・伊豆の国市 各教育委員会 伊豆畑毛

名古屋市 6/25 心新たに生きる 八木兵丸の内ビル 名古屋中央

名古屋市 7/3 心新たに生きる ウインクあいち
名古屋市中村区区役所、愛知県・名古屋市 各教育委員会、中村区小中

学校PTA協議会
名古屋中村

名古屋市 7/3 心も体も健やかに ウインクあいち
名古屋市中村区役所、愛知県・名古屋市 各教育委員会、中村区小中学

校PTA協議会
名古屋中村

名古屋市 10/16
「運命は変えられます」あなたの人生、ナビの更

新はお済ですか？？
名古屋市立大学医学部研究棟講義室 名古屋市瑞穂区役所、愛知県・名古屋市 各教育委員会 名古屋瑞穂

名古屋市 10/23 心と脳、元気にしてますか！ 名古屋市立大学病院中央診療棟大ホール 愛知県・名古屋市 各教育委員会 名古屋南

名古屋市 10/26～27 “あなたの幸せ”新発見 名古屋国際会議場 愛知県・名古屋市 各教育委員会 名古屋中川

名古屋市 11/6
心の力再発見～元気の出る心見つけませんか

～
モラロジー名古屋講堂 愛知県・名古屋市 各教育委員会 名古屋西

名古屋市 11/13 人に与える言葉の力 モラロジー名古屋講堂 愛知県・名古屋市 各教育委員会 名古屋東

北名古屋市 10/27～28 心新たに生きる 北名古屋市文化勤労会館 北名古屋市・清須市・豊山町 各教育委員会 北名古屋

豊橋市 11/27 心がつくる人生 ライフポートとよはし 豊橋市、愛知県・豊橋市 各教育委員会 豊橋

岡崎市 10/2 出会いのチャンスで未来がかわる 岡崎市勤労文化センター 愛知県・岡崎市 各教育委員会 岡崎

岡崎市 11/8～9 「モラル」と「モラロジー」どう違うの？ 岡崎市西部地域交流センター・やはぎかん 愛知県・岡崎市 各教育委員会 岡崎

一宮市 6/26 置かれた場所で咲きましょう 尾西商工会 愛知県・一宮市 各教育委員会 尾西

一宮市 11/20 感謝の心を育てよう 一宮市木曽川文化会館 愛知県・一宮市 各教育委員会 一宮中

一宮市 11/27 家族の絆　親の気持ち・子の気持ち 一宮地場産業ファッションデザインセンター 愛知県・一宮市・岩倉市 各教育委員会 一宮南

一宮市 2/12 心新たに生きる 一宮市木曽川文化会館 愛知県・一宮市 各教育委員会 一宮北

春日井市 2/11 これからの家族教育 グリーンパレス春日井 愛知県・春日井市 各教育委員会、春日井市社会福祉協議会 春日井

豊川市 11/16～17 育ちあう家族 豊川市文化会館 愛知県・豊川市 各教育委員会 豊川

西尾市 9/10～11 心新たに生きる 西尾市横須賀ふれあいセンター 西尾市教育委員会 安城

安城市 11/14～15 心新たに生きる JAあいち中央桜井支店 安城市、愛知県・安城市 各教育委員会 安城

蒲郡市 11/19～20 心新たに生きる 蒲郡市勤労福祉会館 愛知県・蒲郡市 各教育委員会、蒲郡市社会福祉協議会 蒲郡

江南市 10/11～13 心がつくる人生 江南市民文化会館 香南市、愛知県・江南市 各教育委員会 江南

日進市 3/12 心とからだのサプリメント 日進市民会館 愛知県・日進市・東郷町 各教育委員会 愛知日進

津島市 11/20 心の力新発見 津島市生涯学習センター 愛知県・津島市 各教育委員会 海部津島

美浜町 11/19 道徳は家庭から 渡辺病院付属会館 美浜町、美浜町教育委員会、美浜町・南知多町 各社会福祉協議会 美浜

津市 10/26～27 心の力新発見 三重県総合文化センター 三重県・津市 各教育委員会 津

四日市市 10/28～29 心新たに生きる 四日市モラロジー事務所 三重県・四日市市・川越町・朝日町 各教育委員会 四日市

四日市市 11/18～19 明るい家庭づくり ㈲麗峰園 三重県・四日市市・菰野町 各教育委員会 四日市西部

四日市市 2/5 争わない生き方 ばんこの里会館 四日市市教育委員会 四日市

四日市市 2/19 親子の絆、家族の絆 四日市市三浜文化会館 三重県・四日市市 各教育委員会 四日市南部

松阪市 10/21～22 心新たに生きる 松阪モラロジー事務所 松阪市、三重県・松阪市・多気町 各教育委員会 松阪

松阪市 11/6 人生好転のカギを見つけませんか 松阪市飯南林業総合センター 松阪市・多気町 各教育委員会 飯南

桑名市 7/23～24 心新たに生きる 長島防災コミュニティセンター 三重県・桑名市・木曽岬町 各教育委員会 長島

鈴鹿市 10/23 家庭に活かすコーチングスキル 鈴鹿中央モラロジー事務所 三重県・鈴鹿市 各教育委員会 鈴鹿中央

名張市 10/7～8 「道徳実行の効果」再発見！ 名張市教育センター 名張市共催、三重県・名張市 各教育委員会、名張市ＰＴＡ連合会 名張

亀山市 6/19 よい心づかいを知る 亀山市総合保健福祉センター「あいあい」 三重県・亀山市 各教育委員会 亀山

伊賀市 11/4～5 心新たに生きる ふるさと会館いが 三重県・伊賀市 各教育委員会 伊賀

新宮市 10/30 人生捨てたもんじゃない ホテルニューパレス 新宮市教育委員会 紀南

東員町 11/13 家族とはな～に！？ 桑名員弁モラロジー事務所講堂 三重県・桑名市・いなべ市・東員町 各教育委員会 桑名員弁

大津市 11/20 心の力新発見 近江勧学館 滋賀県・大津市 各教育委員会、大津市社会福祉協議会 大津

彦根市 6/14～15 心の力とは 彦根商工会議所 彦根市、滋賀県・彦根市・多賀町 各教育委員会 彦根

長浜市 9/12～13 ちりも積もれば、山となる 長浜市役所市民交流センター 長浜市、滋賀県・長浜市 各教育委員会 長浜

近江八幡市 7/2～3 心新たに生きる 滋賀県立男女共同参画センター 近江八幡市、滋賀県・近江八幡市 各教育委員会 安土八幡

草津市 10/14～15 心新たに生きる 草津市立まちづくりセンター 滋賀県、草津市 各教育委員会 草津

草津市 2/25 品性を高める学校づくり 草津市立まちづくりセンター 滋賀県・草津市 各教育委員会 滋賀県

栗東市 10/19～20 心新たに生きる 手原赤坂会館 栗東市、滋賀県・栗東市 各教育委員会 栗東

甲賀市 11/9～10 ありがとうを伝える サントピア水口 滋賀県・甲賀市 各教育委員会 甲賀

野洲市 10/29 心通わす家庭づくり コミュニティセンターみかみ 滋賀県・守山市・野洲市 各教育委員会 守山

湖南市 10/19～20 心新たに生きる 共同福祉施設 「サンライフ甲西」 滋賀県・湖南市 各教育委員会 湖南

高島市 7/1～2 家族のきずな 高島市観光物産プラザ 滋賀県・高島市 各教育委員会 湖西

愛荘町 5/26～27 心がつくる人生 愛荘町立町民センター愛知川 滋賀県・愛荘町 各教育委員会 愛知川

京都市 4/18～19 心新たに生きる ホテル ルビノ京都堀川 京都府・京都市、京都府・京都市 各教育委員会 京都北区

京都市 4/24 より添う心 京都伏見区モラロジー事務所 京都府・京都市、京都府・京都市 各教育委員会 京都伏見区

京都市 6/14～15 もっと良くなる私のあした やすらぎ・ふれあい館 京都府・京都市、京都府・京都市 各教育委員会 京都東山区

京都市 6/18 “心の力”新発見 職員会館かもがわ 京都府・京都市、京都府・京都市 各教育委員会 京都左京区

京都市 6/22
<円熟入門>今からでも遅くない明るい楽しい人生
を送りましょう

ホテル ルビノ京都堀川 京都府・京都市、京都府・京都市 各教育委員会 京都中京区

京都市 6/26 心新たに生きる ホテル ビナリオ嵯峨嵐山 京都府・京都市 各教育委員会 京都右京区

京都市 7/10 心新たに生きる 深草小学校 竹の子ホール 京都府・京都市、京都府・京都市 各教育委員会 京都伏見区

京都市 9/18 家族の絆 アランヴェールホテル京都 京都府・京都市 各教育委員会 京都下京区

京都市 9/19 ありがとうの心で元気と幸せを モラロジー研究所京都出張所 京都府・京都市、京都府・京都市 各教育委員会 京都上京区

京都市 10/30 心豊かな人生を送るための法則 メルパルク京都 京都府・京都市、京都府・京都市 各教育委員会 京都南区

京都市 11/5～6 幸せな生き方を学ぶ 京都市生涯学習総合センター山科 京都市教育委員会 京都山科区

京都市 11/6 心新たに生きる 京都市醍醐交流会館 京都府・京都市、京都府・京都市 各教育委員会 京都伏見区

京都市 11/14～15 発見！心の力 京都市伏見区総合庁舎 京都府・京都市、京都府・京都市 各教育委員会 京都伏見区

京都市 2/5 きょうよくなる　わでよくなる　私 ウィングス京都 京都府・京都市、京都府・京都市 各教育委員会 京都中京区

福知山市 2/22～23 心新たに生きる 市民交流プラザふくちやま 福知山市教育委員会 福知山

舞鶴市 10/30 「心の力」新発見 舞鶴市商工観光センター 舞鶴市、舞鶴市 各教育委員会 舞鶴

宇治市 12/3 充実したｼﾆｱライフのために 宇治市生涯学習センター 京都府・宇治市、京都府・宇治市 各教育委員会 宇治

南丹市 8/26～27 心新たに生きる 南丹市国際交流会館 京都府・亀岡市・南丹市、京都府・亀岡市・南丹市 各教育委員会 京都南丹

城陽市 2/19 若狭をとりもどそう心と体の健康 城陽市立南部コミュニティセンター 京都府、京都府・城陽市 各教育委員会 城陽

愛知県

三重県

滋賀県

京都府
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長岡京市 11/20 心新たに生きる 長岡京市中央生涯学習センター 京都府・長岡京市・大山崎町 各教育委員会 長岡京

京田辺市 11/19～20 心新たに生きる 京田辺市立社会福祉センター
京都府・京田辺市、京都府・京田辺市・八幡市・宇治田原町 各教育委員

会
綴喜

京丹後市 9/30～10/1 心新たに生きる 丹後地域地場産業振興センター 京都府、京都府・京丹後市 各教育委員会 京丹後

木津川市 2/21～22 心新たに生きる 木津川市加茂文化センター 京都府・木津川市、京都府・木津川市 各教育委員会 相楽東

宮津市 10/25～26 心新たに生きる みやづ歴史の館
京都府・宮津市・与謝野町・伊根町、京都府・宮津市・与謝野町・伊根町

各教育委員会
宮津

久御山町 11/27 人生に生かす三方善し 久御山町公民館 京都府・久御山町、京都府・久御山町 各教育委員会 久御山

精華町 7/3 心のリフレッシュしませんか 南稲八妻集会所 京都府・精華町、京都府・木津川市・精華町・井手町 各教育委員会 相楽西

精華町 11/6 激動の今！生きる知恵を学ぶ 精華町交流ホール 京都府・精華町、京都府・木津川市・精華町・井手町 各教育委員会 相楽西

与謝野町 10/8～9 心新たに生きる 野田川わーくぱる 京都府、京都府・与謝野町 各教育委員会 加悦谷

大阪市 5/23～24 生きがいのある人生を送るには 東淀川区民ホール 大阪市、大阪市教育委員会 大阪東淀川

大阪市 6/16～17 心新たに生きる 大阪市立住まい情報センター 大阪市・大阪市北区役所、大阪市教育委員会 大阪北

大阪市 6/13～14 あなたに伝えたい心 愛日会館 大阪府・大阪市・中央区、大阪市教育委員会 大阪船場

大阪市 10/15 人生を変えるチャンス！！ 愛日会館 大阪府・大阪市・大阪市中央区、大阪市教育委員会 大阪船場

大阪市 10/16 笑顔が運ぶ豊かな人生 大阪東淀川モラロジー事務所 大阪府・大阪市、大阪市教育委員会 大阪東淀川

大阪市 10/20～21 心新たに生きる 西成区民センター 大阪府・大阪市、大阪市教育委員会 大阪西成

大阪市 10/27～28 心がつくる人生 住吉大社 吉祥殿 大阪府・大阪市・住之江区・住吉区、大阪市教育委員会 大阪住吉

大阪市 11/9～10 心新たに生きる ㈱ナリス化粧品 大阪府・大阪市・大阪福島区役所、大阪市教育委員会 大阪福島

大阪市 11/18～19 “心の力”新発見 弁天町ORC200生涯学習センター 大阪府・大阪市、大阪市教育委員会 大阪西

大阪市 11/13 育もう愛のカタチ 大阪府谷町福祉センター 大阪府・大阪市・大阪市中央区役所、大阪市教育委員会 大阪中央

大阪市 11/20 “心の力”新発見 平野区画整理記念会館 大阪府・大阪市、大阪市教育委員会 大阪平野

東大阪市 6/26 親と子の心を伝えるきずなづくり クレアホール・ふせ 大阪府 大阪生野

東大阪市 6/9～10 きらきら輝く愛あふれる笑顔と心 東大阪市立男女共同参画センター 大阪府・東大阪市、東大阪市教育委員会 東大阪

高槻市 5/15 心新たに生きる 高槻現代劇場 大阪府・高槻市、高槻市教育委員会 高槻

摂津市 9/13～14 感謝と思いやりの心を次代に伝えよう 摂津市立コミュニティプラザ 大阪府・摂津市、摂津市教育委員会 摂津

岸和田市 6/25～26 心の力　新発見 岸和田市立浪切ホール 大阪府・岸和田市、岸和田市教育委員会 岸和田

和泉市 2/10～11 心新たに生きる 和泉市コミュニティセンター 大阪府、泉大津市・和泉市 各教育委員会 泉大津

泉佐野市 9/11 やわらかな心 エブノ泉の森ホール 大阪府、泉佐野市・田尻町・泉南市 各教育委員会 泉佐野

和泉市 11/18～19 心がつくる人生 和泉シティプラザ 大阪府、和泉市教育委員会 大阪和泉

柏原市 9/24～25 心新たに生きる リビエールホール（柏原市民文化会館） 大阪府・柏原市、柏原市教育委員会 大阪柏原

大阪狭山市 9/11 見えない心づかいを思う 大阪狭山市文化会館（SAYAKAホール） 大阪府・堺市・大阪狭山市、堺市・大阪狭山市 各教育委員会 堺北野田

岸和田市 2/12 かがやいて生きる 岸和田市立浪切ホール 大阪府、忠岡町教育委員会 大阪忠岡

神戸市 10/16 道徳は家庭から 兵庫県立文化体育館 兵庫県・神戸市 各教育委員会 西神戸

神戸市 11/19～20 心新たに生きる 神戸ホテル フルーツ･フラワー 兵庫県 神戸丹有

神戸市 2/19 心の力新発見 兵庫県私学会館 兵庫県・神戸市 各教育委員会 神戸

姫路市 5/22 心新たに生きる 兵庫県立武道館 姫路市、姫路市教育委員会 姫路

姫路市 10/27～29 心新たに生きる 姫路商工会議所 兵庫県・姫路市・加西市・福崎町・神河町 各教育委員会 姫路北

豊岡市 7/12～13 家族 豊岡卸センター協同組合
豊岡市、兵庫県・豊岡市・朝来市・養父市・香美町・新温泉町 各教育委員

会
但馬

加古川市 10/30 ピンチをチャンスに変える心づかい 加古川西公民館 加古川市教育委員会 加古川

赤穂市 7/21～22 心にのこる贈り物 赤穂市文化会館ハーモニーホール 赤穂市、兵庫県・赤穂市 各教育委員会 赤穂

宝塚市 2/19 幸せな家庭づくり 宝塚市立西公民館 宝塚市、兵庫県・宝塚市 各教育委員会 宝塚

三木市 11/18～19 善を受ける、育てる、送る 小林中央会館 兵庫県・三木市 各教育委員会 三木

たつの市 9/25 心新たに生きる 龍野経済交流センター たつの市・太子町 各教育委員会 龍野

葛城市 11/20 心新たに生きる まなびやの森・かつらぎ（奈良県社会教育センター） 奈良県・葛城市 各教育委員会 大和ふたかみ

橿原市 11/18～19 感謝の心で人生を築こう かしはら万葉ホール 奈良県・橿原市 各教育委員会 大和橿原

御所市 11/10～11 元気になる心のつかい方を見つけませんか アザレアホール 奈良県・御所市、御所市教育委員会 御所

生駒市 7/31 心新たに生きる 生駒市コミュニティセンター 奈良県・生駒市 各教育委員会 生駒

宇陀市 9/28～29 心の絆 大和富士ホール 宇陀市、奈良県・宇陀市教育委員会 大和宇陀

高取町 9/15～16 より良い人生の歩み方 米田薬品工業㈱ 奈良県・高取町 各教育委員会 大和高取

広陵町 2/3～4 心新たに生きる 広陵町ふるさと会館 グリーンパレス 奈良県・広陵町 各教育委員会 大和葛城

明日香村 10/4～5 心新たに生きる 明日香村中央公民館 奈良県・明日香村 各教育委員会 万葉あすか

和歌山市 2/18～19 心新たに生きる 和歌山市河南コミュニティセンター 和歌山県・和歌山市 各教育委員会 和歌山

御坊市 9/5～6 学びあい、気づきあい、分かちあい 御坊市中央公民館 御坊市・印南町、和歌山県・御坊市・印南町・日高川町 各教育委員会 御坊

田辺市 10/17～18 元気になる心のつかい方を見つけませんか 紀南文化会館 田辺市教育委員会 田辺

広川町 10/6～7 育てよう思いやりの心、深めよう家族のきずな 広川町民会館 広川町、和歌山県・広川町 各教育委員会 有田

米子市 10/6～7 心新たに生きる「心がつくる人生」 米子市福祉保健総合センター 「ふれあいの里」 鳥取県・米子市 各教育委員会、米子市社会福祉協議会 米子

松江市 6/26 心がつくる人生 くにびきメッセ 島根県・松江市 各教育委員会 松江

出雲市 9/19 心がつくる人生 出雲商工会議所 島根県・出雲市 各教育委員会 出雲

岡山市 2/26 自分の住む町の活性化に何が必要か？ ピュアリティまきび 岡山市教育委員会 岡山

倉敷市 9/11 心がつくる人生 児島マリンプール会議室 岡山県・倉敷市、岡山県・倉敷市 各教育委員会 児島

倉敷市 10/22～23 心新たに生きる くらしき健康福祉プラザ 岡山県、岡山県・倉敷市 各教育委員会 倉敷

総社市 11/12～13 心新たに生きる 総社市総合福祉センター 岡山県・総社市 各教育委員会、岡山県小中高校長会 倉敷

倉敷市 2/19 明るい家庭づくり ホテル セントイン倉敷 岡山県・倉敷市 各教育委員会 倉敷

津山市 11/10～11 心新たに生きる グリーンヒルズ津山リージョンセンター
岡山県・津山市、同県・市各教委、同市小中学校長会、同市ＰＴＡ連合

会、同市連合町内会、同市社福協、他
津山

井原市 10/20～21 元気になる心のつかい方を見つけませんか 井原市民会館
岡山県、岡山県・井原市 各教育委員会、岡山県小中高校長会、岡山県Ｐ

ＴＡ連合会、山陽新聞社、山陽放送
井原

高梁市 6/15～16 心新たに生きる 備北商工会川上支所 岡山県・高梁市、岡山県・高梁市 各教育委員会 成羽

広島市 7/3 心がつくる人生 広島市西区民文化センター 広島県・広島市 各教育委員会 広島鯉城

広島市 7/10 心新たに生きる 広島市西区民文化センター 広島県・広島市 各教育委員会 広島安佐

呉市 10/9 心新たに生きる 広まちづくりセンター 呉市、広島県教育委員会 呉東

尾道市 10/11～12 笑顔で人生を豊かに サンボル尾道 広島県・尾道市 各教育委員会 尾道

福山市 10/2 心新たに生きる 備後地域地場産業振興センター 広島県・福山市 各教育委員会 福山

山口市 7/3 心新たに生きる 山口市阿東地域交流センター 山口県・山口市 各教育委員会 山口阿東

山口市 7/31 大切なのは今でしょう 徳地地域交流センター 山口県・山口市 各教育委員会 山口徳地

下関市 6/12 道徳は家庭から 海峡メッセ下関 下関市、山口県・下関市 各教育委員会、下関市文化協会、山口新聞社 下関

岩国市 8/28 心新たに生きる 岩国市福祉会館 山口県・岩国市 各教育委員会 岩国

周南市 8/28 心新たに生きる 新南陽総合福祉センター 山口県・周南市 各教育委員会、冨田遺族会 南陽

周南市 10/15～16 心新たに生きる 徳山保健センター 山口県・周南市 各教育委員会 徳山

周南市 10/28～29 こころの力 コアプラザかの 山口県・周南市 各教育委員会 鹿野

吉賀町 7/2 世代を結ぶ心のふれあい 吉賀町柿木基幹集落センター 島根県、吉賀町教育委員会 吉賀

徳島市 5/26～27 心新たに生きる アスティとくしま 徳島県・徳島市 各教育委員会 徳島

徳島市 11/23 心がつくる人生 ㈱セルフ 徳島県教育委員会 徳島セルフ

小松島市 7/7～8 心新たに生きる ふれあいセンター立江 徳島県・小松島市 各教育委員会 小松島

鳥取県

島根県

岡山県

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

広島県

山口県

徳島県
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阿南市 10/14～15 深めよう家族の絆 阿南市那賀川社会福祉会館 徳島県・阿南市 各教育委員会 那賀川

阿南市 11/10～11 心新たに生きる 阿南市情報文化センター 阿南市、徳島県・阿南市 各教育委員会 羽ノ浦

阿南市 11/12～13 心新たに生きる 阿南ひまわり会館 阿南市、徳島県・阿南市 各教育委員会 阿南

吉野川市 10/26～27 心新たに生きる セントラルホテル鴨島 徳島県・吉野川市、徳島県・吉野川市 各教育委員会 吉野川

阿波市 11/18～19 子育て、孫育て 阿波農村環境改善センター 徳島県・阿波市 各教育委員会 阿波

美馬市 11/10～11 心新たに生きる ザ・ディスティーノ 徳島県・美馬市 各教育委員会 美馬

三好市 11/26～27 心新たに生きる 三好市池田総合体育館 三好市・東みよし町、徳島県・三好市・東みよし町 各教育委員会 三好

勝浦町 9/15～16 心新たに生きる 勝浦町住民福祉センター 徳島県・勝浦町・上勝町 各教育委員会 勝浦

石井町 7/15～16 あったかい家庭がつくる、家族の笑顔 石井町中央公民館 石井町、徳島県・石井町 各教育委員会 石井

牟岐町 11/20～21 すてきな人生のみつけ方 牟岐町海の総合文化センター 徳島県・牟岐町・海陽町 各教育委員会 海部郡

美波町 10/21～22 健康に生きる 美波町日和佐公民館 美波町、徳島県・美波町 各教育委員会 美波

松茂町 7/20～21 心新たに生きる 松茂町保健相談センター 徳島県・鳴門市・松茂町 各教育委員会 うずしお

藍住町 12/1～2 親の思い、子の思い 藍住町福祉センター 徳島県・藍住町 各教育委員会、エーアイテレビ 板野

佐那河内村 11/11～12 心新たに生きる 佐那河内村農業総合振興センター 徳島県・佐那河内村 各教育委員会 佐那河内

高松市 2/23～24 心がつくる人生 高松テルサ 香川県・高松市 各教育委員会 高松

坂出市 10/20～21 心新たに生きる 坂出市民ふれあい会館 香川県・坂出市 各教育委員会 坂出

観音寺市 5/20～21 伝えよう愛する心と感謝の心 観音寺グランドホテル 香川県・観音寺市・三豊市 各教育委員会 観音寺

小豆島町 9/1～2 心新たに生きる 小豆島町農村環境改善センター 香川県・土庄町・小豆島町 各教育委員会 小豆島

松山市 10/20～21 感謝の心で生きる 椿神社会館
愛媛県・松山市 各教育委員会、松山市小中学校ＰＴＡ連合会、愛媛新聞

社、南海放送、テレビ愛媛
愛媛松山

今治市 6/9～10 心がつくる人生－心新たに生きる－ 今治市民会館
今治市、愛媛県・今治市 各教育委員会、今治市PTA連合会、南海放送、

テレビ愛媛、愛媛新聞社
今治中央（廃）

今治市 7/27～28 心新たに生きる JAおちいまばり乃万支店
今治市、愛媛県・今治市 各教育委員会、今治市PTA連合会、南海放送、

ﾃﾚﾋﾞ愛媛、愛媛新聞社
今治西（廃）

今治市 9/28～29 心がつくる人生（心新たに生きる） 今治市朝倉公民館
今治市、愛媛県・今治市 各教育委員会、今治市PTA連合会、南海放送、

ﾃﾚﾋﾞ愛媛、愛媛新聞社
今治南

今治市 10/25～26 心新たに生きる 今治市伯方公民館
今治市、愛媛県・今治市 各教育委員会、今治市ＰＴＡ連合会、南海放送、

テレビ愛媛、愛媛新聞社
今治伯方

今治市 3/14～15 心がつくる人生 今治市吉海学習交流館
今治市、愛媛県・今治市 各教育委員会、愛媛新聞社、南海放送、テレビ

愛媛
今治大島

新居浜市 9/15～16 心がつくる人生 新居浜市市民文化センター
新居浜市、愛媛県・新居浜市各教委、同市社福協、同市PTA連合会、南

海放送、愛媛新聞社、テレビ愛媛
愛媛新居浜

西条市 9/11 心の力　新発見 西条市総合福祉センター
西条市、愛媛県・西条市 各教育委員会、愛媛新聞社、南海放送、テレビ

愛媛
愛媛東予

四国中央市 9/13～14 心新たに生きる 川之江文化センター
四国中央市、愛媛県・四国中央市 各教育委員会、南海放送局、愛媛新

聞社、テレビ愛媛
四国中央

宇和島市 9/1～2 心がつくる人生 宇和島市立吉田公民館
宇和島市、愛媛県・宇和島市 各教育委員会、愛媛新聞社、南海放送、テ

レビ愛媛
愛媛南予

西予市 10/27～28 心がつくる人生 西予市教育保健センター
西予市、愛媛県・西予市 各教育委員会、西予市ＰＴＡ連合会、愛媛新聞

社、南海放送、テレビ愛媛
愛媛南予

内子町 10/25～26 心新たに生きる 内子自治センター 愛媛県・内子町 各教育委員会、南海放送、愛媛新聞社 愛媛喜多

松前町 11/5～6 家族に感謝 松前町総合福祉センター
伊予市・松前町、愛媛県・伊予市・松前町 各教育委員会、愛媛新聞社、

南海放送、テレビ愛媛
愛媛伊予

砥部町 10/14～15 感謝の心を育てる 砥部町文化会館 愛媛県・砥部町 各教育委員会、愛媛新聞社、南海放送、テレビ愛媛 愛媛砥部

高知市 10/30 心の力新発見 高知県教育センター分館 高知市、高知県・高知市 各教育委員会 高知

南国市 2/20～21 心新たに生きる グレース浜すし 南国市、高知県・南国市 各教育委員会 南国

土佐市 10/26～27 心あらたに生きる グランディール 高知県・土佐市 各教育委員会 土佐

須崎市 10/26～27 心新たに生きる 須崎市立市民文化会館
須崎市、高知県・須崎市各教委、同市社福協、同市ＰＴＡ連絡協議会、須

崎法人会、高知新聞社、他
須崎

宿毛市 11/21～22 心が作る人生 ＪＡ高知はた宿毛支所 高知県、高知県・宿毛市 各教育委員会 宿毛

香南市 2/14～15 心がつくる人生 のいちふれあいセンター
香南市、高知県・香南市 各教育委員会、香南市商工会、高知新聞社、

RKC高知放送
香南

香美市 7/11～12 心新たに生きる 香美市立中央公民館
香美市、高知県・香美市 各教委、同市PTA連絡協議会、同市社福協、同

市商工会、ＪＡ土佐香美、他
香美

四万十市 11/27 生きがいのある人生に 四万十市立中央公民館 四万十市、高知県・四万十市 各教育委員会 窪川

津野町 6/22～23 心新たに生きる 津野町福祉交流センター
津野町教育委員会、津野町PTA連合会、JA津野山、津野町森林組合、高

知新聞社、RKC高知放送、須崎法
須崎

土佐町 3/16～17 心新たに生きる 土佐町保健福祉センター　あじさいホール 高知県・土佐町・本山町 各教育委員会 嶺北

いの町 7/13～14 心新たに生きる いの町伊野公民館 高知県・日高村・いの町 各教育委員会 伊野

仁淀川町 10/23 心新たに生きる 仁淀多目的研修集会施設 高知県・佐川町・越知町・仁淀川町 各教育委員会、須崎・伊野 各法人会 佐川

四万十町 10/19～20 すてきな人生の見つけ方 四万十町役場
四万十町,高知県・四万十町各教委,同町小中ＰＴＡ連絡協議会,同町社福

協,同町商工会,高知新聞,他
窪川

福岡市 8/19 心新たに生きる ㈱ｽｰﾊﾟｰﾊﾞﾘｭｰ九州本部 福岡県教育委員会 福岡中央

福岡市 8/24 心新たに生きる～働く人の道徳 福岡県中小企業振興センター 古賀

福岡市 9/13～14 心新たに生きる 都久志会館 福岡県・福岡市 各教育委員会 福岡

福岡市 10/12 心新たに生きる ㈱スーパーバリュー九州本部 福岡県教育委員会 福岡南

福岡市 2/4 仕事に生かす道徳～次世代を担う青年の育成 なみきスクエア 福岡県・福岡市 各教育委員会 福岡東

北九州市 10/19～20 感謝の心で生きる 北九州モラロジー事務所講堂 北九州

糸島市 10/23 家族の絆 糸島市健康福祉センター　あごら 福岡県教育委員会 福岡西

八女市 2/12 一番大切なものは 八女市社会福祉会館 八女市教育委員会 八女

飯塚市 10/28～29 感謝の心を育てる いいづかコミュニティセンター 飯塚市教育委員会 飯塚（廃）

筑前町 2/12 心新たに生きる ちくぜん少年大使館 筑前町教育委員会 甘木

鳥栖市 11/13 次の私にステップアップ 弥生が丘まちづくり推進センター 佐賀県・鳥栖市、鳥栖市・基山町 各教育委員会、佐賀新聞社 鳥栖

佐賀市 11/23 心新たに生きる アバンセ 佐賀県・佐賀市 各教育委員会、佐賀新聞社 佐賀

唐津市 10/22 心がつくる人生 唐津市文化体育館 佐賀県・唐津市 各教育委員会、佐賀新聞社、唐津ケーブルテレビジョン 佐賀伊万里

伊万里市 2/12 心新たに生きる 伊万里・有田焼伝統産業会館
佐賀県・伊万里市・有田町 各教育委員会、佐賀新聞社、伊万里市PTA連
合会

佐賀伊万里

長崎市 9/24 心新たに生きる ホテルセントヒル長崎 長崎県・長崎市 各教育委員会、日本道経会長崎支部 崎陽

長崎市 3/6～7 心新たに生きる 長崎県勤労福祉会館
長崎県・長崎市 各教育委員会、長崎新聞社、長崎市PTA連合会、NHK長

崎放送
長崎

佐世保市 9/23～24 心が作る人生 佐世保市労働福祉センター 長崎県・佐世保市 各教育委員会 佐世保

島原市 2/21～22 心新たに生きる 島原市森岳公民館 長崎県・島原市 各教育委員会、島原新聞社 島原

諫早市 10/23 親と子の絆を深める 諫早市社会福祉会館 長崎県・諫早市 各教育委員会 諫早

平戸市 6/26 明るい家庭づくり 平戸未来創造館 長崎県・平戸市 各教育委員会 平戸

対馬市 10/2 心がつくる人生 上対馬総合センター文化ホール 対馬市教育委員会 対馬

対馬市 10/20 心新たに生きる 美津島文化会館 対馬市教育委員会 美津島

壱岐市 11/27 心新たに生きる イチヤマウェアハウス 壱岐市教育委員会 壱岐

時津町 2/21～22 心がつくる人生 時津町北部コミュニティセンター 長崎県・時津町・長与町 各教育委員会 西彼杵

波佐見町 11/13 子供が幸せに育つ心の習慣 東波商工会本所 川棚町教育委員会　波佐見町教育委員会　東彼杵町教育委員会 長崎東彼

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県
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熊本市 10/29 心新たに生きる 熊本市民会館 熊本県・熊本市 各教育委員会 熊本

熊本市 11/17～18 熊本地震に考える 熊本市東部交流センター 熊本県教育委員会 熊本南

玉名市 10/23 生きる楽しみ　生命のつながり 玉名市民会館 熊本県、熊本県教育委員会 玉名

天草市 11/17～18 心新たに生きる 天草市民センター 天草市教育委員会 天草

大分市 6/15～16 心の力新発見 ホルトホール大分 大分市、大分市教育委員会、大分市ＰＴＡ連合会、大分合同新聞社 大分

中津市 10/23 心の力新発見 廣池千九郎中津記念館 中津市・宇佐市・豊前市・吉富町・上毛町 各教育委員会 中津

杵築市 7/14 活き活きした毎日、思いやりある生活のために 山香ショッピングセンター神田楽市 大分中央

宮崎市 5/29 心新たに生きる 宮崎市民プラザ 宮崎市教育委員会 宮崎

都城市 11/16～17 なぜ、今　道徳なのか 都城市ウエルネス交流プラザ 都城市教育委員会 都城

人吉市 11/16 ひろげよう思いやりの心 人吉市東西コミュニティセンター 人吉市教育委員会 鹿児島中央

与那原町 10/16 家族ってなあに？～よりよい家族になるために～ トーマ産業㈱ 沖縄県・与那原町 各教育委員会 沖縄

開催地名 日程 テーマ 会場 後援 運営
（協議会または事務所）

青森市 12/10 徳づくりの経営 青森県観光物産館　アスパム 野辺地

東根市 3/15 時流に乗った三方善の経営 東根地域職業訓練センター 東根市・村山市・尾花沢市・大石田 各商工会、東根青年会議所、 さくらんぼ東根

みなかみ町 8/23～24 徳づくりの経営 廣池千九郎谷川記念館 千葉商工会議所、千葉東法人会 千葉中央

船橋市 5/21 徳づくりの経営 クロス・ウェーブ船橋 船橋市、船橋商工会議所、日本道経会千葉支部 船橋

大野市 7/7～8 より幸せな人生を築くために 多田記念大野有終会館 福井県・大野市 各教育委員会、福井ライフアカデミー連携 福井大野

甲府市 9/15～16 企業の発展は人づくり、徳づくりの経営にあり 山梨県立男女共同参画推進センター 甲府商工会議所、日本道経会 甲府

羽島市 3/11 徳づくりの経営 不二羽島文化センター 羽島市、羽島市教育委員会、羽島商工会議所 羽島長谷虎

名古屋市 8/20 企業発展の法則と徳づくりの経営 名古屋銀行協会会館 名古屋商工会議所 名古屋中央

綾部市 6/13～14 経世済民　つくる力　つながる力　もちこたえる力 綾部市Ｉ・Ｔビル 綾部市、綾部商工会議所、㈱あやべ市民新聞社、㈱ｴﾌｴﾑあやべ 綾部

大阪市 11/12 徳づくりの経営 モラッキー 大阪商工会議所 大阪東淀川

大阪市 9/24 徳づくりの経営 五洋電気㈱ 大阪商工会議所 大阪生野

大阪市 6/25 徳づくりの経営 中野こども病院研修ホール 大阪商工会議所 大阪旭

大阪市 11/5 徳づくりの経営をめざして ハートンホテル南船場 大阪商工会議所 大阪船場

橿原市 3/10 徳づくりの経営 橿原ロイヤルホテル 橿原商工会議所 奈良県佐藤薬品

三原市 10/30
人づくり、徳づくりの経営-企業、組織の繁栄は人

づくり経営にあり-
三原商工会議所 三原市教育委員会、三原商工会議所 三原

高知市 9/10 三方よし経営の真骨頂 高知モラロジー会館
高知県・高知市、同県商工会連合会、高知商工会議所、同県中小企業団

体中央会、同県経営者協会、他
高知県

久留米市 8/27 三方よしの経営 ㈱丸信 久留米中央

広島県

高知県

福岡県

京都県

大阪府

奈良県

岐阜県

愛知県

青森県

山形県

千葉県

福井県

群馬県

山梨県

《経営者対象》　参加者数：1,344名

沖縄県

大分県

鹿児島県

宮崎県
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開催地 主催団体 講演テーマ 開催地 主催団体 講演テーマ

由利本
荘市

體道會土方道場 慈悲寛大自己反省 京都市 一般社団法人倫理研究所
皇室の伝統精神を企業経営の
柱に

京田辺
市

第2650地区京都田辺ロータ
リークラブ

家族の絆は命のつながり

明和町 やまう㈱ 心新たに生きる 舞鶴市 海上自衛隊第４術科学校 良い心づかいの実行

兵庫県

小美玉
市

タカノフーズ㈱ 心新たに生きる 尼崎市
公益財団法人尼崎地域産業
活性化機構

インバウンドによる地域活性

千葉県 岡山県

柏市 柏市立柏中学校区 教科化に向けた道徳教育 倉敷市
学校法人小土井学園倉敷
ビューティーカレッジ

よりよい講師をめざして

木更津
市

富来田地区青少年健全育成
会議

地域における青少年のボラン
ティア活動と世代間の交流

木更津
市

岩根西地区青少年健全育成
会議

子どもへの道徳教育の重要性 美波町 社会福祉法人柏涛会 すてきな人生の見つけ方

館山市
海上自衛隊館山航空基地第
21航空群

モラロジーに基づくリーダー
シップ論・人材育成論

高知市 高知県警察本部 職務倫理

板橋区 板橋区立志村第二小学校 家庭における道徳 南国市
高知県警察本部警務部警務
課

社会人としての自覚

高岡郡 四万十町立北ノ川小学校 感謝の心

横須賀
市

海上自衛隊第2術科学校
先人に学び、心の軸足を育て
よう

大垣市 大垣市木戸町2丁目自治会 生きるよろこび

岐阜県

茨城県

東京都

徳島県

高知県

※本項はすべての出講記録を掲載するものではありません

秋田県 京都府

群馬県

神奈川県
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