
第666回 栞第8条 第341回 栞15条

第468回 栞第7条 第198回 栞第13条 第572回 栞第11条 第768回 栞第1条 第131回 栞第9条 第667回 栞第9条 第342回 第16条

第469回 栞第8条 第199回 栞第14条 第573回 栞第12条 第769回 栞第2条 第132回 栞第10条 第668回 栞第10条 第343回 第17条

第470回 栞第9条 第200回 栞第15条 第574回 栞第13条 第770回 栞第3条 第133回 栞第11条 第669回 栞第11条 第344回 第1条

第471回 栞第10条 第201回 栞第16条 第575回 栞第14条 第771回 栞第4条 第134回 栞第12条 第670回 栞第12条 第345回 第2条

TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL

(一社) 倫理研究所 法人局 普及事業部

名誉研究員 一般社団法人 倫理研究所 法人局 佐世保市倫理法人会  副専任幹事 一般社団法人 倫理研究所 リファンク 九州・沖縄方面 方面長 長崎市倫理法人会　会長

「杉谷本舗で学んだ事」

12日 12日 13日

寺崎 晃嘉 様

「実践して気づいたこと」 「倫理経営とは」 「自分は生かされている」

14日 14日

(一社) 倫理研究所 法人局 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】

高瀬 裕二 様

諫早倫理法人会

「倫理経営の力」 「想いを形に」 「明るさと正しさ」 「先のことは心配するな」

戸田 撤男 様
法人スーパーバイザー ㈱セントラルホテル佐世保 営業部長 法人スーパーバイザー

津隈 亮二 様
三基商事株式会社　ミキプルーン代理店

山夲 幸子 様

アロマセラピーサロン縁～en～ 経営者モーニングセミナー (一社) 倫理研究所 法人局 諫早倫理法人会　会員 長崎三共有機株式会社 	(有)松田メンテナンス工業 代表取締役 長崎県レクチャラー　長崎南倫理法人会　幹事

大津 正和 様 前田 琢也 様

「人間通―人の心をつかむ―」 「活力朝礼は繁栄の源」 「やればできる」

19日 19日 20日 21日 21日 22日 23日

諫早倫理法人会　会長 第200回記念100名 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】

「倫理経営とは」 「喜びという報酬@NPO」 「会長３年間を振り返って」

26日 26日 27日 28日 28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

株式会社玉乃屋 諫早倫理法人会　会長 諫早倫理法人会 幹事 長崎市倫理法人会　会員 事務局長 株式会社 ステップ 取締役 長崎県倫理法人会　副幹事長

城間 亮輔 様 代表　馬渡　友明　様

代表取締役 アロマセラピーサロン縁～en～ 株式会社 長崎健創 馬渡社会保険労務士事務所

エスロフト 代表 諫早倫理法人会　会員

藤原 真治 様
九州ガスホールディングス　マネジャー

上野 辰一郎 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１０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

1日

経済同志会シープクラブ会長

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
2日

諫早倫理法人会 専任幹事 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 佐世保ロータリークラブ元会長

5日 5日 6日 7日

「喜びという報酬@NPO」

7日 8日 9日

川﨑 洋和 様

有限会社 杉谷本舗 佐世保市倫理法人会　会長 長崎県倫理法人会ＭＳ委員長 (一社) 倫理研究所 法人局 長崎県倫理法人会 研修委員長 (有)古賀広告美術社  代表取締役 一般社団法人倫理研究所

本多 徹 様 鶴川 宗弘 様長田 純治 様

法人局普及事業部　九州・沖縄方面　方面長

津隈 亮二 様

「明るさと正しさ」

アール・アイ　コミュニケーションズ　代表 ㈱本多住宅産業 九州・沖縄方面 研究員 いでぐちコンサルティングオフィス
古賀 巌 様

出口 晃司 様

15日 16日

島原倫理法人会　会員 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 【ＺＯＯＭ同時配信】 小浜温泉５７

29日

一番鮮魚

中野 隼人 様

「家族に愛を」

30日

向井 百合子 様
大村市学校教育課音楽指揮官 九州・沖縄方面 研究員 九州ガスホールディングス　マネジャー

細田 茂則 様 松田 卓 様
上野 辰一郎 様藤重 佳久 様 鶴川 宗弘 様

「笑顔は心のビタミン」

竹馬 朋宏 様 川島 千鶴 様
山中自動車　代表取締役

山中 健 様
「倫理の実践ですべて解決」

稲田 智久 様 向井 百合子 様
「一石一畳の主になった私の働き方改革について」 「環境美化とまちづくり」

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


