長崎県倫理法人会
島原倫理法人会 大村倫理法人会
火曜日

平成３０年１２月経営者モーニングセミナーご案内

開催時間 6：00～7：00
諫早倫理法人会 長崎市倫理法人会 雲仙準倫理法人会 佐世保市倫理法人会 長崎北倫理法人会 長崎南倫理法人会
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日

27日 第355回 栞第13条 27日 第77回 栞第11条 28日 第445回 栞第3条 29日 第630回 栞第17条 29日 第15回 栞第14条 30日 第548回 栞第9条 30日 第278回 栞第5条 1日 第206回 栞第17条
法人スーパーバイザー 長崎県倫理法人会 相談役 法人レクチャラー 長崎市倫理法人会 会員
法人スーパーバイザー 山口県倫理法人会 副会長 長崎南倫理法人会 会員
市川 房夫 様
株式会社りぼん 代表取締役
（株）ドゥアイネット
株式会社モトクロス 株式会社落水正商店
緒方 一義 様
馬場口 一利 様
野中 真一郎 様
土井 幸喜 様
大原 万里亜 様
松永 秀夫 様
岩 素子 様
「私の人生に影響を
「夢の事業『スマイルホームカンパ
「潜在能力と倫理活動」 「私の七転び八起き」 与えた人・言葉」
「人生履歴と倫理」
「経営観」
「倫理経営の特徴」 「活力朝礼でひと儲け」 ニー』で自らの運命を拓く」
4日 第356回 栞第14条 4日 第78回 栞第12条 5日 第446回 栞第4条 6日 第631回 栞第1条 6日 第16回 栞第15条 7日 第549回 栞第10条 7日 第279回 栞第6条
諫早倫理法人会 会長 有明佐賀倫理法人会 会長 法人スーパーバイザー 長崎県倫理法人会 副幹事長 諫早倫理法人会 会員 有明佐賀倫理法人会 事務長 長崎市倫理法人会 幹事
（有）松田メンテナンス工業 きものと帯えがしら
(株)宇都組
株式会社 大幸企画 (株)九州ガスホールディングス 第一生命保険株式会社 佐賀西営業オフィス ミキプルーン代理店
取締役会長 宇都 要一 様 代表取締役 時 忠之 様
取締役 松田 卓 様
江頭 和広 様
上野辰一郎様
野中 美里 様
山夲 幸子 様
「あなたのこれからがあな 「リーダーシップとフォロ
「大変動の時代を活きる」
たのこれまでを決める」 アーシップ（支える）」

「変化」

「豊かな脳の習慣」

11日 第357回 栞第15条 11日 第79回 栞第13条 12日 第447回 栞第5条 13日 第632回 栞第2条 13日 第17回 栞第16条
長崎市倫理法人会 会長 諫早倫理法人会幹事 一般社団法人倫理研究所 諫早倫理法人会 会長
プロ フリーダイバー
（有）松田メンテナンス工業
株式会社A・T・O・M 有限会社辻建板工業
監事
代表取締役 川内 順之助 様 代表取締役社長 辻 麗司 様
木下 紗佑里 様
長嶋 徹 様
取締役 松田 卓 様
「海から教えてもらったこと」

「幸せを見つける」

18日 第358回 栞第16条 18日 第80回 栞第14条
島原倫理法人会 幹事 長崎南倫理法人会 相談役
(株)あおぞら福祉会 本多 賀代子 様
新栄総業 株式会社
横浜電器店 森川 晃成 様
伊藤 弘和 様
「会員スピーチ」
「タイミング」
25日 第359回 栞第17条 25日 第81回 栞第15条
創成館高校 教頭
渡辺 真希 様
岩永 光弘 様

ホテル南風楼
島原市弁天町2-7331-1
ＴＥＬ

0957-62-5111

「辻麗司+倫理=」

「得るは捨つるにあり」

長崎市倫理法人会

会長

出席者全員

株式会社A・T・O・M

今年の振り返り

長崎インターナショナルホテル ホテルグランドパレス諫早

ホテルニュータンダ

ＴＥＬ

0957-52-1111

諫早市宇都町3-35
0957-24-3939

ＴＥＬ

長崎市常磐町2-24
095-827-6121

ＴＥＬ

事務局

〒854-0063

株式会社トータル
代表取締役

株式会社ドウアイネット

雲仙市小浜町南本町７番地22
ＴＥＬ

0957-75-0222

「倫理っていいよねぇ」

野口 裕貴 様

代表取締役 土井 幸喜 様

「望み」

松永 瑠衣子 様

「長崎のためにいま
私ができること」

「未来へつなぐ
『被爆の継承』」

21日 第281回 栞第8条 22日 第209回 栞第3条
長崎北倫理法人会

会員 長崎県倫理法人会 副事務長

飯田直樹法律事務所
石橋 和夫 様
所長 飯田 直樹 様
「一生勉強一生青春」 「倫理を学んで」
28日 第282回 栞第9条 29日 第210回 栞第4条

石橋和夫税理士事務所

代表者

長崎県倫理法人会 相談役 長崎県倫理法人会 副会長
（株）西九州新生活センター

顧問 山根 由之 様
「倫理経営」

永木 保史 様

「激動の時代」
宅島建設㈱会議室

株式会社ウィンプランツ
代表取締役 古里 久則 様

14日 第550回 栞第11条 14日 第280回 栞第7条 15日 第208回 栞第2条
わくわくコンサルティング 代表
平和のつなぎ手

「あなたのこれからがあな
たのこれまでを決める」

長崎県倫理法人会 普及拡大副委員長

長崎県倫理法人会 会長

長崎県倫理法人会 相談役

19日 第448回 栞第6条 20日 第633回 栞第3条 20日 第18回 栞第17条 21日 第551回 栞第12条
島原倫理法人会 会長 諫早倫理法人会 専任幹事 一般社団法人 倫理研究所 佐世保市倫理法人会 会員
株式会社いろはや
（有）山中自動車 九州・沖縄方面 担当研究員 佐世保フロンティア法律事務所
代表取締役 中山 実津雄 様 取締役 山中 富子 様
副代表弁護士 馬渡 圭一 様
嶌本 真人 様
「倫理と私」
「感謝」
「一貫の倫理」
「パワハラについて」
26日 第449回 栞第7条 27日 第634回 栞第4条 27日 第19回 栞第1条 28日 第552回 栞第13条

「私は自分の仕事が大好き 代表取締役 川内 順之助 様
〜創成館"本気"の挑戦」 「幸せ」に生きること

大村市水主町1丁目973番地１

「自分を好きになる方法〜出逢いと
「私が倫理に出会って気がついたこと
いう贈り物に感謝を込めて〜」

8日 第207回 栞第1条

有限会社野澤運送

リレースピーチ

取締役会長

野澤 明彦 様

1年を振り返って

「出会いで運命が変わる」

セントラルホテル佐世保 ホテルニュータンダ

マリンスポーツセンターセミナールーム

佐世保市上京町3-2 長崎市常磐町2-24 長崎市江川町120-3
0956-25-0001
095-827-6121
095-879-3327

ＴＥＬ

諫早市貝津町1668番地1

ＴＥＬ

TEL0957-47-9653 FAX0957-47-9654

ＴＥＬ

http://www.nagasaki-rinri.jp/

