
第796回 栞第12条 第692回 栞第17条 第371回 栞11条

第496回 栞第1条 第226回 栞第7条 第602回 栞第7条 第797回 栞第13条 第157回 栞第1条 第693回 栞第1条 第372回 栞12条

第497回 栞第2条 第227回 栞第8条 第603回 栞第８条 第798回 栞第14条 第158回 栞第2条 第694回 栞第2条 第373回 栞13条

第498回 栞第3条 第228回 栞第9条 第604回 栞第9条 第799回 栞第15条 第159回 栞第3条 第695回 栞第3条 第374回 栞14条

第499回 栞第4条 第229回 栞第10条

TEL TEL TEL TEL TEL TEL

長崎南倫理法人会幹事 長崎南倫理法人会　幹事

長崎県レクチャラー

一番鮮魚

「倫理で学んだ事アレコレ」 「隨縁」 「家族と倫理」 苦難福門！最大のピンチ！コロナに立ち向かう！ 「決心」「謝恩感謝」 「すべてに感謝」

31日 31日

島原倫理法人会　幹事 長崎市倫理法人会　幹事 長崎市倫理法人会　会員 一般社団法人 倫理研究所 法人局 一般社団法人 倫理研究所 一般社団法人倫理研究所

(有)セルフサポート有明 多良見寿会館 医療法人　秋桜会 PINCH HITTER JAPAN 株式会社 九州・沖縄方面 研究員  法人アドバイザー 小山 秀一 様 法人局

17日 17日 18日 19日 19日 20日 21日

法人アドバイザー スタジオ　フェルデンクライス

大江 義夫 様 田中 努 様 菊池 洋祐 様

「ごみ掃除」 「想いを繋ぐ」

西田 浩之 様

「県外出身者から見る長崎県・雲仙市の魅力」 「倫理は実践あるのみ」 「楽」

一般社団法人 倫理研究所 法人局 雲仙倫理法人会　幹事 諫早倫理法人会　会員 長崎市倫理法人会　会員 雲仙倫理法人会 会員 長崎県倫理法人会 MS委員長 長崎南倫理法人会　幹事

「これが良い」

ソニー生命保険株式会社 株式会社　中村工務店

代表取締役　中村 鉄男 様

「この10年振り返り

～社長中心から社員中心へ」

篠田株式会社 部長 株式会社本多住宅産業 代表取締役

竹内 庸進 様 本多 徹 様

本名川清掃活動 (有)昭和防災　取締役 株式会社こつぶ商店 代表取締役 株式会社松尾印刷所 代表取締役

10日 10日 11日 12日 12日 13日 14日

長崎県倫理法人会　令和４年５月経営者モーニングセミナーご案内

島原倫理法人会

3日

長崎市倫理法人会　副専任幹事 島原倫理法人会　副事務長 島原倫理法人会　会長

大村倫理法人会 諫早倫理法人会

火曜日 水曜日
3日 4日 5日

長崎市倫理法人会 雲仙倫理法人会

木曜日
5日 6日

佐世保市倫理法人会 長崎南倫理法人会

金曜日 土曜日
7日

「全力と身の丈」 「三日坊主体質から脱却できる最強ルーティーン」「入会して11年目を迎えて」

お休みしますお休みします お休みします
西山 展司 様 吉田 真 様 松尾 建国 様

095-892-0151
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/

島原市弁天町2-7331-1

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

諫早倫理法人会相談役 一般社団法人 倫理研究所 島原倫理法人会専任幹事 長崎市倫理法人会　会員 佐世保倫理法人会 事務長 雲仙倫理法人会 会長 島原倫理法人会　副事務長

代表取締役 代表取締役
立石 裕樹 様 宅島 寿孝 様 吉田 真 様

伊藤 公貴 様 高木 隆太郎 様

長崎県レクチャラー ㈱ながいけ　 株式会社麺也オールウェイズ （株）古川電機製作所 宅島建設株式会社 代表取締役 株式会社こつぶ商店 代表取締役

(有)松田メンテナンス工業

法人局 顧問

長嶋 徹 様
代表取締役 松田 卓 様

「ここだけの話」 「人生下り坂最高！」 「私の恥ずかしい話②」 「挑戦し続ける覚悟」 「本を忘れず」 「やまのぶ流倫理経営のすすめパート２」 〜縁が私の人生そのもの〜

24日 24日 25日 26日 26日 27日 28日

豊田市中央倫理法人会 山中 浩晃 様  山崎 貞雄 様
加藤 文郎 様 専務 寿々木 優志 様 横山 愼介 様 代表取締役社長　吉岡 拓哉 様　 鶴川 宗弘 様

「ビジネスの未来」 法人アドバイザー

小路口町公民館 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 地蔵寺ホテル南風楼

大村市小路口町215-2 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

時津ＦＰ事務所

時津 逸 様
中野 隼人 様

｢神の演劇を満喫する」「家族に愛を」


