
第742回 栞第９条 第107回 第642回 栞第1条 第316回 栞第８条

第445回 栞第1条 第173回 栞第5条 第547回 栞第3条 第743回 栞第10条 第108回 栞第4条 第643回 栞第2条 第317回 栞第９条

第446回 栞第2条 第174回 栞第6条 第548回 栞第4条 第744回 栞第11条 第109回 栞第5条 第644回 栞第3条 第318回 栞第10条

第447回 栞第3条 第175回 栞第7条 第549回 栞第5条 第110回 栞第6条 第645回 栞第4条 第319回 栞第11条

第448回 栞第4条 第176回 栞第8条 第550回 栞第6条 第745回 栞第12条 第646回 栞第5条

TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL

諫早市宇都町3-35
0957-24-3939 095-844-2412 0957-75-0222 0956-25-0001 095-892-0151

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/

雲仙市小浜町南本町７番地22 佐世保市上京町3-2

ホテルグランドパレス諫早 長崎新聞社アストピア 宅島建設㈱会議室 セントラルホテル佐世保 地蔵寺

長崎市茂里町3-1 長崎市蚊焼町２００１

ホテル南風楼 長崎インターナショナルホテル

島原市弁天町2-7331-1 大村市水主町1丁目973番地１

0957-62-5111 0957-52-1111

長崎県倫理法人会

普及拡大委員長

社会福祉法人養護老人ホーム吾妻荘
【ＺＯＯＭ同時配信】
一般社団法人　倫理研究所

岡村 利一 様 研究センター次長　内田 智士 様

20日 20日 21日 22日 22日 23日 24日
一般社団法人　倫理研究所　法人局 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 一般社団法人　倫理研究所 一般社団法人　倫理研究所　 【ZOOM同時配信】

「地域づくりは人づくり」 受け入れる（富士研体験報告） 「仲間を作る」

大村倫理法人会

幹事リレー講話
馬込 八寛 様

「小さな喜びを感じる」 「これまでの経験で感じた事」 「意志あるところに道はある」

代表理事 （有）エーシーエス代表取締役
代表　山本 朕榮 様 代表 出口 晃司 様

今西 悠 様 水上 貴洋 様 松尾 香織 様

モーニングセミナー委員長 一般社団法人　ＵＳ 長崎南倫理法人会 会員 合同会社　まざーりーふ いでぐちコンサルテイングオフィス 長崎南倫理法人会幹事

(株)トータル 住友生命保険相互会社

15日 15日 16日 17日

長崎県倫理法人会 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 長崎県倫理法人会研修委員長 【ZOOM同時配信】

13日 13日 14日

「タイムラグ」 「和菓子の難しさと啓蒙」 『雲仙市の観光について』 「経営者モーニングセミナーで学んだこと」 「一期一会」

理事長 有限会社 杉谷本舗 株式会社　トータル 代表取締役
代表　山下 浩一 様 代表取締役 田代 博之 様

NDJ企画　代表

平塚 健一郎 様吉川 航平 様 川﨑 洋和 様
不撓〜意志をもって、歩みを進めよう〜 「杉谷本舗に入社して変わった事」

一般社団法人島原青年会議所 諫早倫理法人会　幹事 長崎県倫理法人会 相談役 有限会社 梅寿軒 旅館ゆのか 株式会社　タシロ 長崎南倫理法人会会員

代表取締役　永木 保史 様 岩永 徳二 様

【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 雲仙倫理法人会　会員 佐世保市倫理法人会　会員                                                【ZOOM同時配信】

6日 6日 7日 8日

「事業継承」 「足跡」 「栞から学ぶ」

8日 9日 10日

1日 2日

【ZOOM同時配信】

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
3日1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３年４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

猿場神社清掃 はなうたプロダクション 一般社団法人倫理研究所　法人局

境 正信 様

代表取締役
村島 佳佑 様

九州・沖縄副方面長

宇都 進 様

株式会社 境　鉄工所

27日 27日 29日 29日 30日

「雑草精神に支えられた我が人生」 「協調力と信頼力」 「ハイと受け切る」 「楽しみながら挑戦する」 「感謝と倫理」

法人アドバイザー 合同会社　Reborn 代表
代表 稲田 拓臣 様

大江 義夫 様 大峰 史子 様

「小さな喜びを感じる」 「倫理実践に取り組もう」 「人生から得たもの」

鶴川 宗弘 様
上村 靖 様 馬込 八寛 様 法人レクチャラー　間世田 吉宣 様

「縁」 「倫理を正しく学ぶ」「試され事が自分をつくる」「倫理経営とは」

株式会社　トータル

法人スーパーバイザー

塩川 哲郎 様
部長　吉田 理恵 様

九州・沖縄方面担当研究員 長崎県倫理法人会　ＭＳ委員長  清掃活動 法人局顧問　蓮実 利勝 様 長崎南倫理法人会会員
一般社団法人　倫理研究所 （株）PRESENCE 

長崎市倫理法人会　会員 休みます ライフテラス

28日

【ＺＯＯＭ同時配信】 佐世保市倫理法人会　会員

一般社団法人　倫理研究所


