
第717回 栞第1条 第89回 栞第3条 第624回 栞第17条 第292回 栞第1条

第429回 栞第2条 第154回 栞第3条 第527回 栞第17条 第718回 栞第2条 第90回 栞第4条 第625回 栞第1条 第293回 栞第2条

第430回 栞第3条 第155回 栞第4条 第528回 栞第1条 第719回 栞第3条 第91回 栞第5条 第626回 栞第2条 第294回 栞第3条

第431回 栞第4条 第156回 栞第5条 第529回 栞第2条 第720回 栞第4条 第92回 栞第6条 第627回 栞第3条 第295回 栞第4条

第432回 栞第5条 第157回 栞第6条 第530回 栞第3条 第721回 栞第5条 第93回 栞第7条 第628回 栞第4条 第296回 栞第5条

ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ

「これから私がやりたいこと」 「三代目を継承して」 「人間通～人の心をつかむ」 「今やる勇気」

15日

諫早倫理法人会　幹事    長崎南倫理法人会 専任幹事

13日

島原市市長公室 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】
政策企画課島原創生本部本部長 佐世保倫理法人会 会員

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/

大村市水主町1丁目973番地１

0957-52-1111 0957-24-3939 095-844-2412 0957-75-0222 0956-25-0001 095-892-01510957-62-5111

【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】

高木 和歌 様
大村倫理法人会 会員 諫早倫理法人会 会員 長崎県倫理法人会 モーニングセミナー委員長

「小さな喜びを感じる」「コロナ禍での県政」 「DIY精神で人生楽しく」

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 長崎新聞社アストピア

諫早市宇都町3-35 長崎市茂里町3-1

トミーズ (株)トータル

shienアカデミー長崎校長 【ＺＯＯＭ同時配信】

長崎県議会議員

北村 タカトシ 様 陣野 真理 様 馬込 八寛 様
「してもらう能力とは？」

ホテル南風楼

島原市弁天町2-7331-1

大江 義夫 様 山村 健志 様 田形 健一 様

「ハイと受け切る。」 「川づくりは人づくり」 「偉大なる常識」
「次期長崎県総合計画における島
原半島地域の振興について」

27日 27日 28日 29日

島原振興局 【ＺＯＯＭ同時配信】

局長 一般社団法人 倫理研究所 諫早倫理法人会　会員 一般社団法人 倫理研究所 法人局

法人アドバイザー 山村つよし事務所    名誉研究員小村 利之 様

【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】

13日 14日 15日 16日 17日

「他所ものから見た島原」

20日 20日 21日 22日

「可能性は無限大」 「働きは最上の喜び」

浜野 彰 様 白川 あゆみ 様
ミキグループ代理店 特定非営利活動法人　GOLD TRUST

香月 幸子 様 代表　渡邉 一平 様

「ピンチは人を作る」

猿場神社清掃 伊万里・有田倫理法人会　会長 ウーマン・サポート

「縁と恩」 「倫理と向き合う」 「倫理体験・両親を心の底から許す編」

9日 10日

1日 2日

【ＺＯＯＭ同時配信】 長崎南倫理法人会 会員

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
3日

佐世保市倫理法人会 長崎南倫理法人会

長崎県倫理法人会　令和２年１０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

6日 7日 8日 8日

長崎市倫理法人会 会員 一般社団法人　倫理研究所

加納 文 様
株式会社さんわ 代表取締役社長 名誉研究員

古泉 栄一 様 戸田 徹男 様

一般社団法人 倫理研究所 法人局 (株)あおぞら福祉会

九州・沖縄　方面長
代表取締役　山本 登志之 様

那須 隆 様

6日

島原市教育委員会 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 長崎県倫理法人会 朝礼委員長

適応指導教室相談員

1日
リアルのみZOOMはありません

長崎県倫理法人会　普及拡大委員長

長崎市蚊焼町２００１

代表取締役　田中 史朗 様

有限会社　eプランニング （株）田中設計事務所
堤 佳代子 様

代表取締役　上村 靖 様

山村 健志 様

「川づくりは人づくり」

22日
一般社団法人 倫理研究所 監事

前原 幸夫 様

「鬼手仏心」

29日

雲仙市小浜町南本町７番地22 佐世保市上京町3-2

「挨拶」

30日 31日

【ＺＯＯＭ同時配信】 長崎県倫理法人会 研修委員長

「伝えるということ」

23日 24日

【ＺＯＯＭ同時配信】 長崎県倫理法人会 相談役

一般社団法人 倫理研究所 監事 （株）トータル

宅島建設㈱会議室 セントラルホテル佐世保 地蔵寺

長崎南倫理法人会 幹事
（株）ライフプラザパートナーズ

　伊達 八良 様

「七転び八起き」

【ＺＯＯＭ同時配信】 長崎市倫理法人会 会員

諫早倫理法人会 幹事 フィットネスインストラクター

（有）野澤運送 中村 聰美 様

「元気・幸せの分かち合い～倫理
との出会いを通して～」

代表取締役専務　野澤 賢二郎 様

「全員でいい仕事をするために！」 「家族の輪〜本を忘れず、末を乱さず〜」

諫早倫理法人会 会員 【ＺＯＯＭ同時配信】
アメリカ海軍佐世保基地　日本文化講師

川原 江利子 様

前原 幸夫 様 代表取締役　永木 保史 様

「鬼手仏心」

雲仙倫理法人会 会員

理学療法士　鍼灸師学生 長崎県倫理法人会 事務長 いでぐちコンサルティングオフィス

（有）スズキイサハヤ
出口 晃司 様

代表取締役　吉野 隆広 様

元村 龍馬　様

「理学療法と鍼灸治療を
活かした将来の展望」 「天に貯金を」 「倫理はケガをしない為のストレッチ」


