
第567回 栞第6条 第763回 栞第13条 第127回 栞第5条 第662回 栞第4条 第337回 栞11条

第464回 栞第3条 第194回 栞第9条 第568回 栞第7条 第764回 栞第14条 第128回 栞第6条 第663回 栞第5条 第338回 栞12条

第465回 栞第4条 第195回 栞第10条 第569回 栞第8条 第765回 栞第15条 第129回 栞第7条 第664回 栞第6条 第339回 栞13条

第466回 栞第5条 第196回 栞第11条 第570回 栞第9条 第766回 栞第16条 第665回 栞第7条 第340回 栞14条

第467回 栞第6条 第197回 栞第12条 第571回 栞第10条 第767回 栞第17条 第130回 栞第8条

TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL

諫早倫理法人会 会長 スタジオフェルデンクライス ｱｰﾙ・ｱｲｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ代表 長崎南倫理法人会　会長

有限会社カネイ商会

岩崎 裕一郎 様

アロマテラピーサロン 縁～en～
山夲 幸子 様 長田 純治 様

三基商事 株式会社 代理店

向井 百合子 様
田中 努 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９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

2日 3日

雲仙倫理法人会　幹事 佐世保市倫理法人会 会長

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
4日1日 2日

【ＺＯＯＭ同時配信】 長崎市倫理法人会　会長

7日 7日 8日 9日

一般社団法人倫理研究所

法人局顧問

長橋 護 様

「驚きと感動の倫理法人会」 「先のことを心配するな」 「」 「感謝の一年」

9日 10日 11日

島原倫理法人会　会長 【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 
佐世保市倫理法人会役員

名誉専任研究員

「」 「世界に広がる倫理経営」 「自分を大切にして生きる」 「新役員による決意表明」

まんまる 法人スーパーバイザー

木村 雅 様 新役員全員

「三日坊主体質から脱却できる最強ルーティーン」

株式会社松尾印刷所 長崎市倫理法人会　会長

代表取締役 三基商事 株式会社

　松尾 建国 様 山夲 幸子 様

「先のことを心配するな」 「倫理と経営」

18日14日

深水 敦子 様
株式会社ヤマハマリン西九州

向井 百合子 様 伊藤 剛 様 岩崎 裕一郎 様
吉澤 健 様

九州・沖縄方面 方面長

津隈 亮二 様

14日 15日 16日 16日 17日

長崎市倫理法人会　会員 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 諫早倫理法人会 会長
株式会社　須崎屋

サロン・ド・ラポール アロマテラピーサロン 縁～en～一般社団法人 倫理研究所 法人局 長崎市倫理法人会 会長

長崎県倫理法人会 研修委員長 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 長崎市倫理法人会　会員 佐世保市倫理法人会 会員 長崎南倫理法人会　専任幹事

「巻き込み女王参上」 「明るさと正しさ」 「希望」 「驚きと感動の倫理法人会」

21日 21日 22日 23日 23日

「」 「逃げるは恥だが役に立つ」

いでぐちコンサルティングオフィス 長崎南倫理法人会 会長 星取デザインルーム お休みします オートセンターアオキ　代表

佐藤 光臣 様

「」 「倫理法人会に入会して」

28日

【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 一般社団法人こころとアロマ ちくば整骨院長崎県倫理法人会　監査

有限会社カネイ商会 代表
髙﨑 義樹 様

「倫理10年目」

（有）ライフサービス

法人スーパーバイザー 法人スーパーバイザー 「新時代の健康経営～
竹馬 猛 様

幸せを引き寄せる香りと

代表取締役

橋本 卓也 様

一般社団法人 倫理研究所 一般社団法人 倫理研究所 代表 浦山 純菜 様 院長

寺﨑 晃嘉 様 新庄 昇 様

長崎市蚊焼町２００１

「活力朝礼の効果」 「倫理経営の力」 「得るは捨つるにあり」 ３つの数字～」

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

出口 晃司 様 
福岡県倫理法人会DVD勉強会 岩崎 裕一郎 様 和田 栄代美 様

「信念」「倫理はケガをしない為のストレッチ」

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

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

28日 29日 30日 30日

川又 久万 様内田 輝美 様

「」

青森県　弘前学院聖愛高校

野球部監督　原田 一範 様

(株)やまびこ学苑 専務取締役

24日 25日

長崎南倫理法人会　会長

有限会社カネイ商会 長崎南倫理法人会　会員

損保ジャパンパートナーズ

黒田 和義 様


