
第472回 栞第11条 第202回 栞第17条 第576回 栞第15条 第772回 栞第5条 第135回 栞第13条 第671回 栞第13条 第346回 栞第3条

第473回 栞第12条 第203回 栞第1条 第577回 栞第16条 第136回 栞第14条 第672回 栞第14条 第347回 栞第4条

第474回 栞第13条 第204回 栞第2条 第578回 栞第17条 第773回 栞第6条 第137回 栞第15条 第673回 栞第15条 第348回 栞第5条

第579回 栞第1条 第774回 栞第7条 第138回 栞第16条 第674回 栞第16条 349回 栞第6条

第475回 栞第14条 第205回 栞第3条

TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL

「三日坊主体質から脱却できる最強ルーティーン」 「知覚動考」 「夫婦愛和がすべて」 「 希 望 」 「驚きと感動の倫理法人会」

30日 30日

お休みします お休みします
代表取締役　松尾 建国 様

相談役
江口 健治 様 吉澤 健 様 向井 百合子 様

金子 陽子 様

島原倫理法人会　会長 法人レクチャラー 一般社団法人倫理研究所 長崎市倫理法人会 相談役 諫早倫理法人会　会長

株式会社松尾印刷所 福岡市西倫理法人会 法人レクチャラー　 株式会社ヤマハマリン西九州 代表取締役 アロマセラピーサロン〜縁〜

26日 27日

「 実践の急所 」 「本を忘れず」

23日 23日 24日 25日 25日

宇都 進 様 鶴川 宗弘 様
吉田 真 様大橋 由美子 様 代表取締役社長　永木 保史 様

「ものさしを捨てる」 「倫理経営とは」 「親の教え」 「たらいと振子と器と私」 「災害現場にて」

0957-52-1111
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/

(有)野澤運送

野澤 明彦 様 代表取締役　山中 健 様 松本 祐太郎 様

長崎県倫理法人会　研修委員長 有限会社山中自動車　
松本 秀樹 様

マネージャー ジブラルタ生命株式会社　次長

藤川 正樹 様

柳川・大川倫理法人会幹事 【ＺＯＯＭ同時配信】 一般社団法人　倫理研究所			島原倫理法人会副事務長 医療法人栄和会　泉川病院(一社) 倫理研究所 法人局 普及事業部 一般社団倫理研究所

法人レクチャラー 長崎県倫理法人会　相談役

三基商事株式会社　ミキプルーン代理店 一般社団法人　倫理研究所

法人レクチャラー

0957-62-5111 0957-24-3939 095-844-2412 0957-75-0222 0956-25-0001 095-892-0151

山夲 幸子 様
越野 修司 様

雲仙市小浜町南本町７番地22 佐世保市上京町3-2

「先のことは心配するな」 「とことんやれば必ず出来る」

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

諫早市宇都町3-35 長崎市茂里町3-1 長崎市蚊焼町２００１島原市弁天町2-7331-1

ホテル南風楼 長崎インターナショナルホテル

大村市水主町1丁目973番地１

16日 16日 17日 18日 18日 19日 20日

長崎市倫理法人会　会長 【ＺＯＯＭ同時配信】

法人レクチャラー　 株式会社こつぶ商店 病院長　 九州・沖縄方面 副方面長 普及事業部　九州・沖縄方面　研究員

㈱ウェルネスコーポレーション代表取締役 株式会社トータル
若本 泰弘 様

代表取締役
泉川 卓也 様

岩 素子 様

清掃活動

丸山公園、湊公園周辺

「すべてに感謝」 「出会いはメカノケミカル効果」 「42歳只今絶賛発達中」 「明るさと正しさ」 「コロナ禍における経済対策」 「夢の事業に向かって！きっとできるという信念を持つ」

有限会社カネイ商会 代表取締役大村倫理法人会 モーニングセミナー委員 特定非営利活動法人GOLDTRUST

岩﨑 裕一郎 様
アーテック株式会社

代表理事　渡邉 一平 様
牛津 慶紀 様

いでぐちコンサルティングオフィス

代表　出口 晃司 様

「わたしの宝物」 「自分は生かされている」 「倫理の実践で万事解決」

9日 10日

津隈 亮二 様 長嶋 大樹 様

法人局普及事業部　九州・沖縄方面　方面長 副部長兼商工労働課長 （株）落水正商店　取締役

9日

長崎南倫理法人会 会長 【ＺＯＯＭ同時配信】 長崎南倫理法人会　副専任幹事 一般社団法人倫理研究所 佐世保市役所 観光商工部 長崎南倫理法人会　会員

エターナルアフェクション

企業の本質
（島原半島で生き残る企業）

「佐世保スタイル 移住のススメ
関係人口創出の可能性」「小さな感謝」

11日 12日 13日

野口 千恵子 様

期待しない、でも、諦めない。
〜人生は広くて深い器作り〜

4日 5日

(株)来迎舎　副社長 佐世保移住サポートプラザ 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
2日 2日 6日3日 4日

長崎県倫理法人会会長 【ＺＯＯＭ同時配信】 長崎県倫理法人会副幹事長 長崎南倫理法人会 幹事

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１１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


