
第754回 栞第4条 第119回 第655回 栞第14条 第329回 栞第3条

第456回 栞第12条 第185回 栞第17条 第559回 栞第15条 第755回 栞第5条 第120回 栞第15条 第656回 栞第15条 第330回 栞第4条

第457回 栞第13条 第186回 栞第1条 第560回 栞第16条 第756回 栞第6条 第121回 栞第16条 第657回 栞第16条 第331回 栞第5条

第458回 栞第14条 第187回 栞第2条 第561回 栞第17条 第757回 栞第7条 第332回 栞第6条

第459回 栞第15条 第188回 栞第3条 第562回 栞第1条 第758回 栞第8条 第122回 栞第17条 第658回 栞第17条 第333回 栞第7条

TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL

27日 28日 29日

米澤 忍 様 松田 卓 様 周 帥 様
「これが良い」の実践で運命を切り開く 「チェンスを生かすことで人生が変わる」 「来日１１年目の歩み」

27日

22日

【ＺＯＯＭ同時配信】 【ZOOM同時配信】大阪府倫理法人会

普及拡大委員長 諫早倫理法人会　会長 ユメキララ合同会社
株式会社Y'sLinks代表取締役 有限会社松田メンテナンス工業 代表社員

「20秒の可能性～想いをカタチに～」

13日

島原倫理法人会　会員

合同会社まざーりーふ

代表社員

「私のアイデンティティ」

20日 20日 21日

「本を忘れず末を乱さず」 「Let's倫理Try実践！」

6日

【ＺＯＯＭ同時配信】

ＮＰＯ法人ＧＯＬＤ　ＴＲＵＳＴ

渡邉 一平 様

「42歳只今絶賛発達中」

13日 14日

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

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

「素直に生きる」 「運命は自らまねき、境遇は自ら造る」 「事業承継を決めた理由」 「可能性は無限大」 「私が思う小浜温泉の今後について」 「氣付く」 役を受けて

広告デザイナー 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ZOOM同時配信】

ラジオパーソナリティ 大村倫理法人会

宮崎 春而 様 会員リレー講話
株式会社　恵比寿組

代表取締役　谷　信一郎様

有限会社 杉谷本舗

専務取締役 株式会社Ａｓｈ代表取締役
代表取締役　井上 あや 様 代表理事 芳賀 秀樹

達成 様 白川 鮎美 様

株式会社　楓工業

取締役　中村 こずえ 様 代表取締役　小松 義和 様

15日 16日

那須 隆 様

「苦しむ力」 「　ダイバーシティ経営で共に育つ企業作り　」 「法人としての神社」 「苦しむ力」 「会長2年目が終わります」

15日 17日

6日 7日 8日

長崎南倫理法人会　専任幹事 

九州・沖縄方面 方面長 有限会社　エスケイフーズ
進藤 喬薫　様 那須 隆 様

Caline

辻野 絵理香 様

九州・沖縄方面　方面長 大分臨海倫理法人会　会長

【ZOOM同時配信】
小浜神社　宮司

一般社団法人　倫理研究所　法人局 【ZOOM同時配信】
一般社団法人 倫理研究所 法人局 長崎市倫理法人会　会員

29日

株式会社all your ability
佐世保市倫理法人会 幹事

佐世保市倫理法人会　幹事 【ZOOM同時配信】

NPO法人 ハッピーインコ 大村倫理法人会会長

「苦しむ力」 「人の命が輝く愛和力」

30日 31日

竹原 義人 様

一般社団法人　倫理研究所　法人局

九州・沖縄方面　方面長 休みます お休みします （株）Cocoro fit 代表取締役

那須 隆 様

寺﨑 晃嘉 様

監事 REWAVE(リウェーブ）
新栄総業株式会社 代表取締役

藤麻 一三 様 代表　立石 了 様
山本 朕榮 様 伊藤 弘和 様

23日 24日

【ZOOM同時配信】
東京都港区倫理法人会幹事

中尾 達弥 様 芦塚 雄大 様

「打つ手は無限」 「花一輪」

22日

【ＺＯＯＭ同時配信】 【ZOOM同時配信】 一般社団法人 倫理研究所                        【ZOOM同時配信】

長崎県倫理法人会副会長 一般社団法人　倫理研究所

法人スーパーバイザー

一般社団法人 倫理研究所 大村倫理法人会

法人スーパーバイザー (有)芦塚保険サービス

「純粋倫理の三つの特徴」 「人間万事塞翁が馬」 「ご縁のブロックチェーン」

8日 9日 10日

1日 2日
長崎県倫理法人会普及拡大委員長 【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 長崎市倫理法人会 雲仙倫理法人会

有限会社　eプランニング 長崎南倫理法人会　幹事

野中 真一郎 様

野中産業(株）代表取締役 猿場神社清掃
代表取締役　上村 靖 様

AI電脳助人長崎　株式会社

代表取締役　池田 佳悟 様

一般社団法人 倫理研究所 理事


