
第452回 栞第8条 第180回 栞第12条 第554回 栞第10条 第750回 栞第17条 第1115回 栞第111条 第651回 栞第10条 第325回 栞第16条

第453回 栞第9条 第181回 栞第13条 第555回 栞第11条 第751回 栞第1条 第116回 栞第12条 第652回 栞第11条 第326回 栞第17条

第454回 栞第10条 第182回 栞第14条 第556回 栞第12条 第752回 栞第2条 第117回 栞第13条 第653回 栞第12条 第327回 栞第1条

第455回 栞第11条 第183回 栞第15条 第557回 栞第13条 第753回 栞第3条 第118回 栞第14条 第654回 栞第13条 第328回 栞第2条

第184回 栞第16条 第558回 栞第14条

TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL

「仕事と組織を通しての人間力」 「倫理と出会って（入会して）」

古里 久則 様
「精神障害者の母と共に」 「希望は心の太陽である」 「学びは少し　実践は多く　成果は沢山」 「困難を乗り越えた先に見えたもの」 「私なりの実践論」

[ 修　復 」 「税理士が見たイケてる社長」

29日 29日 30日

【ZOOM同時配信】 【ZOOM同時配信】

お休みします 長崎南倫理法人会　副事務長 税理士法人ASPIRE

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 長崎市茂里町3-1 雲仙市小浜町南本町７番地22 佐世保市上京町3-2 長崎市蚊焼町２００１

オートセンターアオキ　代表 代表 　

佐藤 光臣 様 光石 尚彦 様

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

3日 4日

NPO法人有明支縁会
佐世保市倫理法人会 会員 【ZOOM同時配信】
損保ジャパンパートナーズ(株) 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
1日 1日 5日2日 3日

大同生命保険㈱ 【ZOOM同時配信】 【ZOOM同時配信】 【ZOOM同時配信】

営業職員 長崎市倫理法人会　幹事株式会社やまびこ学苑

伊藤 弘和 様 濱口 千秋 様

「ピンチこそチャンス」 「今日一日、今を大切に」

「今の時代、今からの時代」 「笑顔あふれる食卓を守りたい」 「反始慎終　本を忘れず、末を乱さず」 「最高のバトンタッチ」 「助け合い支え合いの社会を目指して」

8日 8日 9日 10日 10日

長崎県倫理法人会副会長 【ZOOM同時配信】 【ZOOM同時配信】

宮村 陶太 様
「迷いながら見つけたやりたいこと」 「倫理で学んだこと」 「杉谷本舗に入社して変わったこと」 「気づきとタイミング ご縁に感謝」 「倫理経営とは」

支店長　太田 秀臣 様
ファイナンシャルジャパン（株)時津FP事務所

時津 逸 様

「自分次第」 「全てはつながっている」

11日 12日

一般社団法人　倫理研究所

吉田 登志子 様
代表取締役 法人レクチャラー 合同会社ヒューマンナガサキ

草野 紀視子 様
田中　美吉子　様山田 勝彦 様 辻塚 さおり 様

【ZOOM同時配信】 諫早倫理法人会　幹事 佐世保市倫理法人会 会員 一般社団法人 倫理研究所 法人局

新栄総業株式会社 大村倫理法人会　会員 ㈱ビジュアルマネジメント研究所 熊本県倫理法人会 MS委員長 つぼちゃん 九州・沖縄方面担当研究員 

代表取締役 長崎電設 株式会社 取締役 代表取締役 モーニングセミナー委員長 有限会社　杉谷本舗
代表　大坪 洋子 様 鶴川 宗弘 様

川﨑 洋和 様

長崎県倫理法人会副会長 【ZOOM同時配信】

17日 17日

レディースファッションたまや
【ZOOM同時配信】 【ZOOM同時配信】 【ZOOM同時配信】

長崎県倫理法人会　青年委員長
馬場 康輝 様

15日 15日 16日 18日 19日

松尾 忠浩 様

CPSデザイン

新栄総業株式会社 長崎県倫理法人会相談役

有限会社　山中自動車
代表取締役 伊藤 弘和 様

株式会社ウィンプランツ

山中　健　様 代表取締役　古里 久則 様

島原倫理法人会 【ZOOM同時配信】 【ZOOM同時配信】 【ZOOM同時配信】 長崎県倫理法人会　青年委員長 佐世保市倫理法人会 会員 【ZOOM同時配信】

「商店街のこれまでとこれから」 「巻き込み女王参上」 「　夫婦はライバル　」 「私なりの実践倫理」 「目の前の小さな実践」 「学びはすこし　実践はおおく　成果はたくさん」

長崎県倫理法人会  女性委員長 長崎県倫理法人会 広報委員長

隈部 和幸 様
サロン・ド・ラポール　代表 九州ガスホールディングス マネジャー

深水 敦子 様 上野 辰一郎 様 「多くの人に支えられて
「今」がある。これから自分

に何ができるか」

22日 22日 23日 24日 24日 25日 26日

タチカワ株式会社

酒井 浩司 様
末永 真理 様 山中 健 様

会員 大村倫理法人会 長崎県倫理法人会 相談役 長崎市倫理法人会　会員 （有）山中自動車 有限会社 酒の一斗 大村倫理法人会　幹事

㈱ウィンプランツ 株式会社Present代表取締役
代表取締役 池野 晋一 様

辻田　剛誠　様
幹事リレー講話

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 095-844-2412 0957-75-0222 0956-25-0001 095-892-0151

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 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


