
第414回 栞第4条 第137回 栞第3条 第510回 栞第17条 第700回 栞第1条 第77回 栞第8条 第608回 栞第1条 第274回 栞第16条

第415回 栞第5条 第138回 栞第4条 第511回 栞第1条 第701回 栞第2条 第78回 栞第9条 第609回 栞第2条 第275回 栞第17条

第416回 栞第6条 第139回 栞第5条 第512回 栞第2条 第702回 栞第3条 第79回 栞第10条 第610回 栞第3条 第276回 栞第1条

第417回 栞第7条 第140回 栞第6条 第513回 栞第3条 第703回 栞第4条 第80回 栞第11条 第611回 栞第4条 第277回 栞第2条

第141回 栞第7条

ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ

代表理事　橋本 剛 様

代表取締役 前田 輝政 様

「会社の繁栄と家庭幸福のヒントがココにある」

「コロナを目の前にして」

「心の在り方」

「富士研を終えて」

専務取締役　野澤 賢二郎 様

「知行合一」

代表　坂井 由宇 様

「母と娘のQ＆A」

小浦 美香 様・理愛 様

家庭倫理の会佐世保支部　事務長

「倫理の学びと実践」

「夫へ想いを深める生活」
「光のＤＮＡ・日本のご先祖様の

才能を活かす」

「過去と現在・これからの自分」

「僕は運がいい」

中村 妙子 様

「今までも　これからも」

「倫理法人会の概要」
「マラソンと健康」

一般社団法人　倫理研究所　法人局

WEB コンテンツ 天野 純一 様

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/

0957-62-5111 0957-52-1111 0957-24-3939 0957-75-0222 0956-25-0001
島原市弁天町2-7331-1 大村市水主町1丁目973番地１ 諫早市宇都町3-35 雲仙市小浜町南本町７番地22 佐世保市上京町3-2

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 宅島建設㈱会議室 セントラルホテル佐世保

「人生は神の演劇」

市議会議員　光山 千絵 様
お休みします

(有)光山商会 市議会議員

岩 素子 様

30日 30日

（株）日本健康経営

理事長　山内 常代 様 那須 隆 様

「すべては光る」

「企業・学生間のミスマッチ
を防ぎ、ウイン・ウインを目

指すインターンシップ」

長崎南倫理法人会

万町商店街振興組合 (株)落水正商店

（資）山之内時計眼鏡店

代表取締役　岩﨑 裕一郎 様

（有）カネイ商会

25日 26日

楽天生命保険株式会社代理店 一般社団法人　倫理研究所　法人局　九州・沖縄方面長 法人スーパーバイザー 代表　安徳 勝憲 様

27日

立石 裕樹 様

24日 25日

（同）HRエンゲージメント 【ＺＯＯＭ開催】島原倫理法人会　会員 萩市倫理法人会 会長 諌早倫理法人会　幹事 【ＺＯＯＭ開催】

23日 23日

藤原 智博 様
 専任幹事　松尾 建国様 有限会社　野澤運送
副専任幹事　佐藤 慎一郎様 代表取締役会長　野澤 明彦 様

「経営者に連鎖させたい健康の話」「会員スピーチ」 「災い転じて福となす」

【ＺＯＯＭ開催】

16日 16日

 副会長　伊藤 公貴様 （株）MAEDASINSETU 長崎県倫理法人会　会長 サロン・ド・ラポール （株）古川電機製作所 長崎南倫理法人会副会長

島原倫理法人会

20日17日 18日 18日 19日

雲仙倫理法人会 会員 グローバル商事(株) 【ＺＯＯＭ開催】 長崎県倫理法人会女性委員長 佐世保市倫理法人会　事務長

長崎南倫理法人会副専任幹事

NPO法人アオノトビラ 大村倫理法人会 幹事

システム営業課 係長 酒井 浩司 様 WEB コンテンツ 野崎 浩一 様

タチカワ（株）大村支店 らくだ診断舎 一般社団法人　倫理研究所　法人局　北海道・東北方面長 （株）野崎組

【ＺＯＯＭ開催】大村倫理法人会　幹事 【ＺＯＯＭ開催】 雲仙倫理法人会　幹事 佐世保市倫理法人会　幹事

13日12日9日 9日 10日

(資)佐藤電装 佐藤 勝紀様 ジェニーの家
島原市議会議員 本多 松弘様 代表　魏　秀芬（ジェニー）様

【ＺＯＯＭ開催】

一般社団法人出島総研

島原倫理法人会 会長・副会長 大村倫理法人会 会員 諌早倫理法人会 幹事

5日2日 2日

栞の勉強会

法人局スーパーバイザー長崎県倫理法人会　相談役

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
6日3日 4日 4日

長崎県倫理法人会　令和２年６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 雲仙倫理法人会 佐世保市倫理法人会 長崎南倫理法人会

「みんな違って、みんないい」

代表　芳賀 秀樹 様

(有)野澤運送

【ＺＯＯＭ開催】

インコの為のボランティア！ハッピーインコ

11日 11日

松本 真志 様

代表取締役 土井 幸喜 様

㈱ドゥアイネット

株式会社　星光

代表取締役　城 健次 様

「万町のまちづくり」

「モーニングセミナー再開にあた
り・新型コロナウイルスに対する

島原市の支援事業」

「島原半島に暮らす子供達の未来
のために、今できることを。」

理事長　濵田 純子 様

顧問　金子 聖司 様

「心に空所を持つ」

代表　深水 敦子 様

「倫理を学んできて」


