
第514回 栞第4条 第704回 栞第5条 第81回 栞第12条 第612回 栞第5条 第279回 栞第4条

第142回 栞第8条 第515回 栞第5条 第705回 栞第6条 第82回 栞第13条 第613回 栞第6条 第280回 栞第5条

第418回 栞第8条 第143回 栞第9条 第516回 栞第6条 第706回 栞第7条 第83回 栞第14条 第614回 栞第7条 第281回 栞第6条

第419回 栞第9条 第144回 栞第10条 第517回 栞第7条 第707回 栞第8条 第282回 栞第7条

第420回 栞第10条 第145回 栞第11条 第518回 栞第8条 第708回 栞第9条 第84回 栞第15条 第615回 栞第8条

ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ

「溶岩ドームのおはなし〜今も続
く平成の噴火災害とリスクに向き
合うための行政の取り組み〜」

国土交通省九州地方整備局
雲仙復興事務所

「なぜ公務員を辞めてまで起
業する必要があったのか？」

代表　野島 翼 様

代表取締役　鶴田 幸尚 様

【ＺＯＯＭ同時配信】

宇都 進 様

【ＺＯＯＭ同時配信】

「いつも笑顔で～「家庭・仕事・審判」～」

【ＺＯＯＭ同時配信】

代表取締役　竹中 清也 様

【ＺＯＯＭ同時配信】

橋口 仁一 様

藤本 一美 様

代表取締役  宅島 寿孝 様

感謝の心で常に前向き 「ー心ー　自分しだい。」 「すべては光る」

30日 30日 31日

こころ医療福祉専門学校

新谷 大輔 様

木曜日 金曜日 土曜日

代表取締役  梅野 秋松 様

株式会社　トータル

諫早倫理法人会 会員 【ＺＯＯＭ開催】

長崎市倫理法人会 雲仙倫理法人会

長崎県倫理法人会　令和２年７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 佐世保市倫理法人会 長崎南倫理法人会
火曜日 水曜日

3日 4日1日 2日 2日

【ＺＯＯＭ開催】

末次 司 様

「変化」

代表取締役　　永木 保史 様

「変化」

アロマテラピーサロン 縁en 法人局スーパーバイザー長崎県倫理法人会　相談役 諫早倫理法人会

似顔絵art-TANO

7日 8日 9日 9日 10日 11日

向井 百合子 様 代表取締役　中山 伸生 様

16日

島原商工会議所青年部

代表取締役　永木 保史 様

「ご縁に感謝すべてに感謝」

一般社団法人倫理研究所　法人局

長崎県倫理法人会広報委員長

7日

WEB コンテンツ

会長　松本 康嗣 様

一般社団法人　倫理研究所　法人局　関東・甲信越方面長

大村倫理法人会 会員

一般社団法人倫理研究所　法人局 【ＺＯＯＭ開催】

マネジャー　上野　辰一郎　様

佐賀県倫理法人会　相談役

宮内 秀樹 様

「実践を見直す」 「聴く実践が効く」

14日 14日 15日 16日

（株）福岡工務店

【ＺＯＯＭ開催】

25日24日

九州・沖縄方面　方面長法人スーパーバイザー

「実践に真心を込めて」「カネ、カニ、カミ」

緒方 一義 様

一般社団法人倫理研究所

伝匠ほーむ株式会社

21日 21日 22日 23日 23日

雲仙倫理法人会 会長 【ＺＯＯＭ開催】

「明日へ繋ぐ～仲間と
共に切り拓け～」

お休みします専門官　西島 純一郎 氏

【ＺＯＯＭ開催】

(株)宅島建設 一般社団法人　倫理研究所　法人局　近畿方面長

合同会社ヒューマンナガサキ

吉田 真 様

「人が原点、やる気があ
れば何でもできる！」

長崎県倫理法人会朝礼委員長

「純粋倫理の苦難観」

(株)竹中建築設計事務所

WEB コンテンツ お休みします

「希望は心の太陽である」

理学療法科　学科長

「すべてに感謝」

泉 憲治 様 田中 美吉子 様

Believe Sports gym

大村倫理法人会　幹事

TUYOSHI　FLOWER 【ＺＯＯＭ開催】

28日 28日 29日

代表取締役会長 古里 久則 様

「当社の取組と倫理」
「感謝でつながる農福の環」

代表　浜塚 剛 様
長崎電設株式会社

長崎県倫理法人会　相談役

セントラルホテル佐世保

「笑顔人間に不幸なし」 「教育・管理学から人材育成へ」 「可能性は無限大」

（株）EarthOneBeautiful

株式会社　ウインプランツ

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

0957-52-1111 0957-24-3939 0957-75-0222 0956-25-0001

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

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/

「アートから学ぶ倫理の学び」

伊万里・有田倫理法人会　朝礼委員長

（株）中山建築工業

「反始慎終」本を忘れず

長崎県倫理法人会 相談役

法人局スーパーバイザー

株式会社　トータル

0957-62-5111

中止
九州・沖縄副方面長

九州ガスホールディングス

「足下の実践」 「偶然じゃなく必然」

㈱山口海産 

(株)あんしん

太宰府倫理法人会　福岡筑紫地区長 (株)こつぶ商店

那須 隆 様

合同会社Amelia

17日 18日

代表取締役　福岡 敬貢 様
吉岡 幸喜 様

島原倫理法人会　事務長

大江 義夫 様

【ＺＯＯＭ開催】

「容認力」新時代を生きる 「コロナウイルスで倒産寸前」

【ＺＯＯＭ開催】

代表取締役　山口 靖 様

法人アドバイザー

長崎南倫理法人会

一般社団法人　倫理研究所　法人局

雲仙倫理法人会　会員


