
第489回 栞第13条 第675回 栞第11条 第58回 栞第6条 第591回 栞第1条 第252回 栞第11条

第398回 栞第5条 第121回 栞第4条 第490回 栞第14条 第676回 栞第12条 第59回 栞第7条 第592回 栞第2条 第253回 栞第12条

第399回 栞第6条 第122回 栞第5条 第491回 栞第15条 第677回 栞第13条 第60回 栞第8条 第593回 栞第3条 第254回 栞第13条

第400回 栞第7条 第123回 栞第6条 第492回 栞第16条 第678回 栞第14条 第61回 栞第9条 第594回 栞第4条 第255回 栞第14条

第401回 栞第8条 第124回 栞第7条 第493回 栞第17条 第679回 栞第15条 第62回 栞第10条 第595回 栞第5条

第402回 栞第9条 第125回 栞第8条 第494回 栞第1条 第680回 栞第16条 第63回 栞第11条 第256回 栞第15条

ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ

「人生で大切なことは全て鴨頭嘉人に詰まってる」「倫理を通しての学び」 「気づいて行動、倫理の学び」 純情（すなお）な倫理経営の実践 「地域に生きる」

有限会社タカギ商会

宮崎 豊 様 山夲 幸子 様 代表取締役　綿川 徹 様 ファイナンシャルプランナー 阿野 友範 様

お休みします お休みします 岩永会計グループ㈱ＩＧブレーン ミキプルーン代理店
神谷 善高 様

(株）佐世保福祉

26日

諌早倫理法人会会員 長崎市倫理法人会　専任幹事 法人スーパーバイザー 佐世保市倫理法人会　会員 長崎南倫理法人会　会員

22日 22日 23日 24日 24日 25日

長崎県倫理法人会　令和元年１１月経営者モーニングセミナーご案内

島原倫理法人会 大村倫理法人会 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 長崎南倫理法人会
火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

29日 29日 30日 31日 31日 1日 2日

島原倫理法人会　幹事 法人スーパーバイザー 長崎市倫理法人会 長崎市倫理法人会　会員 佐賀県倫理法人会　普及拡大委員長 長崎南倫理法人会 会員
宮田 隆 様

代表取締役　鶴 浩司 様 代表取締役　東 雄一 様

（株）本多住宅産業 株式会社　FUSO　japan （有）栄光式典社 （株）Redesign
緒方 一義 様

「経営者は酒を飲め」
「全力で駆け抜けた役職者としての6年間」 「日本で唯一の会社として」 「ラグビーと倫理」

株式会社FUSO japan

本多 徹 様 代表取締役　東 雄一 様 専務取締役 西村 浩文 様

「わたしにとっての『日本創生』」

5日 5日 6日 7日 7日 8日 9日

「倫理実践して気づいたこと」 「栞は人生のトリセツ」

長崎県倫理法人会 会長 島原倫理法人会　相談役 長崎市倫理法人会　会員 長崎市倫理法人会　事務長 西田造園土木株式会社 一般社団法人 倫理研究所 法人局

有限会社　野澤運送 (株)いろはや R＆G長崎の保健所の命を救う会 arbre 栞の勉強会
代表取締役　西田 厚志 様

法人スーパーバイザー

野澤 明彦 様 代表取締役社長　中山 実津雄 様 代表　浦川 たつのり 様 大城 あゆみ 様 鶴田 芳男 様

「役と共に・・・」 「会長を終えて」 「５０年間の覚悟と決意」 「私にいい」と「世界にいい」 「小さな実践　大きな幸せ」

12日 12日 13日 14日 14日 15日 16日

400回記念プレミアム
モーニングセミナー

長崎県倫理法人会　女性委員長 学習室　まなびの社 諫早倫理法人会 会員 一般社団法人　倫理研究所　法人局 佐賀県倫理法人会　相談役

代表取締役会長　寺崎 晃嘉 様

「幸せの正方形」 「親力を高める」 「伝説のチームを作ろう」

シンガーソングライター

サロン・ド・ラポール
代表　梅木澤 茂 様

医療法人 良陽会 鶴田歯科医院　理事長 法人レクチャラー （株）創研
川田 金太郎 様

深水 敦子 様 鶴田 博文 様 島尻 順子 様

「倫理に出逢って」 「謙虚に学ぶ」 「伝えるということ」

19日 19日 20日 21日 21日 22日 23日

九州・沖縄方面　担当副方面長 お休みします

一般社団法人　倫理研究所　法人局　 一般社団法人　倫理研究所　法人局 長崎県倫理法人会　副会長 一般社団法人　倫理研究所　法人局 雲仙準倫理法人会 幹事 一般社団法人　倫理研究所　法人局

代表取締役　時 忠之 様 太郎良 和孝 様 川上 繁盛 様 宇都 進 様

普及事業部長 法人レクチャラー 株式会社　大幸企画 法人レクチャラー 川上建設（株）

「みる、見る、観る」 「究極のプラス言葉とは？」 「全力を尽くす」 「専任幹事に徹した7年間に感謝」 「足下の実践」

和田 毅 様 池田 由利子様

島原倫理法人会 会員

26日 26日 27日 28日 28日 29日

長崎市、クリスマスケーキを児童養護施設へ50年間贈るプロジェクト代表。

古里 尚也 様 
お休みします

30日

島原倫理法人会　幹事 大村市倫理法人会　会員 一般社団法人　倫理研究所　法人局 長崎市倫理法人会　会員 合同会社　プラット代表

株式会社あおぞら福祉会

内島 範喜 様 代表取締役社長　高瀬 英三 様 永島 賢治 様 浦川 たつのり 様 代表取締役　山本 登志之 様

(株)内島材木店 おおむらケーブルテレビ（株） 法人レクチャラー

「人生を振り返って気づいたこと」 「誰の為に、何の為に」 「出会いに感謝」 「５０年間の覚悟と決意」 「足下から身体を整える」

ホテル南風楼 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 宅島建設㈱会議室 セントラルホテル佐世保

大村市水主町1丁目973番地１ 諫早市宇都町3-35 長崎市常磐町2-24 雲仙市小浜町南本町７番地22 佐世保市上京町3-2

「出会いに感謝」

マリンスポーツセンターセミナールーム

事務局　〒854-0063　諫早市貝津町1668番地1　TEL0957-47-9653 FAX0957-47-9654　 http://www.nagasaki-rinri.jp/

長崎市江川町120-3
0957-62-5111 0957-52-1111 0957-24-3939 095-827-6121 0957-75-0222 0956-25-0001 095-879-3327

島原市弁天町2-7331-1


