
第460回 栞第16条 第189回 栞第4条 第563回 栞第2条 第759回 栞第9条 第123回 栞第1条 第659回 栞第1条 第334回 栞第8条

第461回 栞第17条 第190回 栞第5条 第564回 栞第3条 第760回 栞第10条 第124回 栞第2条

第462回 栞第1条 第191回 栞第6条 第565回 栞第4条 第761回 栞第11条 第125回 栞第3条 第660回 栞第2条 第335回 栞第9条

第463回 栞第2条 第192回 栞第7条 第566回 栞第5条 第762回 栞第12条 第126回 栞第4条 第661回 栞第3条 第336回 栞第10条

第193回 栞第8条

TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL

31日 31日

「感　謝」 「これが良い」「十年」 「素直に学び　楽しく実践」

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

吉澤 健 様 渕 孝一郎 様 光本 英雄 様

「会長職を振り返って」 「倫理伝承」

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

お休みします 大村倫理法人会

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

副会長 伊藤 公貴 様　幹事 本多 徹 様 (有)松田メンテナンス工業 代表取締役
大江 義夫 様

専務取締役 一番鮮魚　代表

「一年を振り返って」

【ＺＯＯＭ同時配信】

WORKING WITH JOY株式会社　取締役

大城 あゆみ 様 松田 卓 様

ミュージックバーＴＯＲＩ－Ｋ 大村倫理法人会　会長 九州・沖縄方面担当研究員 株式会社 古川電機製作所 諫早倫理法人会 MS委員長

立石 裕樹 様 川﨑 洋和 様

(株)あおぞら福祉会

代表取締役　山本 登志之 様
㈱恵比寿組 代表取締役 長崎純心大学　非常勤講師

鶴川 宗弘 様
業務課長兼店長 (有)杉谷本舗

長崎総合科学大学客員研究員

谷 信一郎 様 山口　晴信　様

代表

鳥山 哲郎 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8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

5日 6日
一般社団法人　倫理研究所　法人局 佐世保市倫理法人会 事務長 【ZOOM同時配信】

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
3日 3日 7日4日 5日

長崎県倫理法人会 朝礼委員長 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 (株)ＡＩＭ代表取締役

「　役を受けて　」 「その採用アプローチは学生に嫌われます」 「明朗」 「 報 恩 」 「杉谷本舗に入社して変わったこと」

12日 12日 13日 14日

17日 17日 18日 19日 19日 20日 21日

会員スピーチ 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 佐世保市倫理法人会 監査 【ZOOM同時配信】
専任幹事 吉田 真 様　副専任幹事 松尾 建国 様 島原倫理法人会　幹事 大村倫理法人会 相談役 ゆきのヶ丘オリーブ園 雲仙倫理法人会 セントラルホテル 佐世保 長崎県倫理法人会事務長
事務長 山下 大輔 様　幹事 佐藤 慎一郎 様 (株)本多住宅産業 ㈱大幸企画　代表取締役 営業部長・総務部長 有限会社スズキイサハヤ

【ZOOM同時配信】

幹事  岡野 晃男 様 本多 徹 様 時 忠之 様 前田 琢也 様 代表取締役　吉野 隆広 様

「一年を振り返って」 「実践して気づいたこと」 「今、大切に思うこと」 「オリーブと地域について」 「やれば出来る！運命自招」

【ＺＯＯＭ同時配信】 長崎市倫理法人会　会員

タチカワ㈱ 長崎県倫理法人会　朝礼委員長 アクサ生命保険株式会社 雲仙市役所政策企画課秘書　広報班

「オススメします。活力朝礼！！」 「新型コロナウイルスの予防と対策～ライブレストランバーでの実践報告～」

10日 10日 11日

お休みします
酒井 浩司 様

（株）あおぞら福祉会　代表取締役 営業教育部　エリアトレーニングリーダー

中村 亮介 様
お休みします

山本 登志之 様 古場　誠司　様

「倫理と出会って（入会して）」 「オススメします。活力朝礼」 「健康経営支援プログラム」 「反面教師の限界」 雲仙で働くことを選んだ理由

大村倫理法人会 幹事 【ＺＯＯＭ同時配信】

小森　剛　様

会長 佐藤 勝紀 様　副会長 本多 松弘 様 長崎市倫理法人会　事務長 諫早倫理法人会 会長 株式会社ヤマハマリン西九州 法人アドバイザー 株式会社 古川電機製作所 長崎南倫理法人会相談役

会員リレー講話

榮木　博文　様 会員リレー講話

24日 24日 25日 26日 26日 27日 28日

会員スピーチ 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 長崎市倫理法人会　会長 一般社団法人　倫理研究所 佐世保市倫理法人会 会長


