
第580回 栞第2条 第775回 栞第8条 第139回 栞第17条 第675回 栞第17条 第350回 栞第7条

第476回 栞第15条 第206回 栞第4条 第581回 栞第3条 第776回 栞第9条 第140回 栞第1条 第676回 栞第1条 第351回 栞第8条

第477回 栞第16条 第207回 栞第5条 第582回 栞第4条 第777回 栞第10条 第141回 栞第2条 第677回 栞第2条 第352回 栞第9条

第478回 栞第17条 第208回 栞第6条 第583回 栞第5条 第778回 栞第11条 第142回 栞第3条 第678回 栞第3条 第353回 栞第10条

第479回 栞第1条 第209回 栞第7条 第584回 栞第6条 第779回 栞第12条

TEL TEL TEL TEL TEL TEL TEL

宇都 要一 様

代表取締役　 湖畔英語教室 主宰 上村 靖 様 今年の振り返り お休みします お休みします

長崎県レクチャラー 大村倫理法人会会員 三基商事株式会社　ミキプルーン代理店 法人局普及事業部　九州・沖縄方面方面長 ㈱本多住宅産業 音楽指導官 いでぐちコンサルティングオフィス

31日

「コロナが教えてくれた事」 「過去が変われば未来も変わる」

28日 28日 29日 30日 30日

「倫理で変わる」

18日

医院長 (有)野澤運送 代表
橘 幸子 様 野中 佐代子 様 向井 百合子 様

佐藤 光臣 様中村 宗平 様 野澤 明彦 様

「わたしの宝物」 「倫理10年目」 「苦難は幸福の門〜苦難福門」 「ありがとう」 「驚きと感動の倫理法人会」

長崎県倫理法人会 研修委員長

雲仙倫理法人会　副会長 【ＺＯＯＭ同時配信】 長崎南倫理法人会　専任幹事 長崎市倫理法人会専任幹事 諫早倫理法人会　会長 一般社団法人　倫理研究所

「成功への近道」

7日 7日

医療法人志誠会　中村眼科医院 長崎県倫理法人会会長 オートセンターアオキ 医療法人　たちばな会 アロマセラピーサロン縁～en～代表 法人アドバイザー

「倫理３年３ヶ月」

14日 14日 15日 16日 16日 17日

長崎市倫理法人会 相談役 【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 長崎県倫理法人会MS委員長 大村市学校教育課

「三日坊主体質から脱却できる最強ルーティーン」 「ありがとうのキャッチボール」 「市民相談・消費生活相談について」 「受け容れる」

8日 9日 9日 10日 11日

2日 3日

長崎県倫理法人会 研修委員長 市民生活部 長崎県倫理法人会朝礼委員長

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
4日1日 2日

諫早倫理法人会　幹事 島原倫理法人会　会長

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１２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

有限会社末永石油店 いでぐちコンサルティングオフィス 市民安全安心課長 有限会社eプランニング代表取締役

坂上 美智子 様 出口 晃司 様 前田 知章 様 上村 靖 様

株式会社松尾印刷所

代表取締役

　松尾 建国 様

ハピネス 大分市倫理法人会会長 法人アドバイザー いでぐちコンサルティングオフィス 理事 長崎県議会議員 美肌専門店AkuaNela 代表

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

長崎県倫理法人会副幹事長 【ＺＯＯＭ同時配信】 長崎県倫理法人会朝礼委員長

有限会社山中自動車　 大村倫理法人会会員 有限会社eプランニング代表取締役

21日 21日 22日 23日 23日 24日 25日

島原倫理法人会　会員 【ＺＯＯＭ同時配信】 一般社団法人　倫理研究所 長崎県倫理法人会 研修委員長 一般社団法人　倫理研究所 佐世保市倫理法人会 顧問 長崎南倫理法人会　監査

株式会社ヤマハマリン西九州 長崩産業株式会社 生産統括部長
山夲 幸子 様 津隈 亮二 様

代表取締役
藤重 佳久 様 出口 晃司 様

本多 徹 様

「笑顔は心のビタミン」 「ありがとうのキャッチボール」

吉澤 健 様 三宅 耕平 様

「希望」 「○〇歳のあなたに、絶対知ってもらいたい」 「先のことは心配するな」 「明るさと正しさ」 「モーニングセミナーのすゝめ」

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

「この街、皆の街を応援したい」 「正しさより明るさ～倫理指導で本を忘れず～」 「不撓不屈」 「自分は生かされている」 「純粋倫理の三つの特徴」

「倫理の実践で万事解決」 「79年の人生を振り返って」

参加者全員による

山中 健 様 青柳 亀平 様 「受け容れる」

吉田 倫康 様 株式会社ミカサ　取締役
宍倉 渉 様 出口 晃司 様 野中 真一郎 様 外間 雅広 様 中尾 由花 様

吉田 登志子 様 三笠 雅子 様


