
第508回 栞第13条 第238回 栞第2条 第614回 栞第２条 第808回 栞第7条 第168回 栞第12条 第705回 栞第13条 第384回 栞第7条

第509回 栞第14条 第239回 栞第3条 第615回 栞第３条 第706回 栞第14条

第510回 栞第15条 第616回 栞第4条 第809回 栞第8条 第169回 栞第13条 第707回 栞第15条 第385回 栞第8条

第511回 栞第16条 第240回 栞第4条 第617回 栞第5条 第810回 栞第9条 第170回 栞第14条 第708回 栞第16条 第386回 栞第9条

第512回 栞第17条 第241回 栞第5条 第618回 栞第6条

TEL TEL TEL TEL TEL TEL

会員スピーチ

研修室室長 有限会社 野澤運送 

島原倫理法人会 一般社団法人倫理研究所 有限会社　杉谷本舗 Nauraa　代表 株式会社トータル 代表取締役 代表取締役

長崎県倫理法人会　会長

野澤 明彦 様

17日 18日 18日 19日 20日

会員スピーチ 諫早倫理法人会　専任幹事 雲仙倫理法人会　会員 長崎県倫理法人会 相談役 有限会社　野澤運送

16日 16日

「倫理が大好き」

 代表取締役 雨天決行
小浦 美香 様 白川 鮎美 様

本多 徹 様 （雨天時、小路口公民館内清掃）

「倫理は実践あるのみ」 「母と倫理と3人の子供たち」

株式会社presence サンビッド 株式会社 いでぐちコンサルティングオフィス 株式会社　恵比寿組 アール・アイ　コミュニケーションズ 法人スーパーバイザー 法人スーパーバイザー

株式会社本多住宅産業 会場及び周辺地区 楽天生命保険㈱代理店 お休みします お休みします 株式会社Ash 代表取締役 お休みします

長崎県倫理法人会　令和４年８月経営者モーニングセミナーご案内

島原倫理法人会

2日

長崎南倫理法人会　幹事 諫早倫理法人会　会員 長崎県倫理法人会　研修委員長 大村倫理法人会　会長 佐世保市倫理法人会　会長 一般社団法人 倫理研究所 一般社団法人　倫理研究所

大村倫理法人会 諫早倫理法人会

火曜日 水曜日
2日 3日 4日

長崎市倫理法人会 雲仙倫理法人会

木曜日
4日 5日

佐世保市倫理法人会 長崎南倫理法人会

金曜日 土曜日
6日

9日 9日 10日 11日 11日 12日 13日

長崎県倫理法人会 MS委員長 清掃活動 諌早倫理法人会 幹事 佐世保市倫理法人会 幹事

「純情（すなお）な倫理経営の実践」 「愛と敬と感謝」

川原 保治 様

「出逢いは人生を変える〜運命自招〜」 「道」 「ありがとうのキャッチボール」 「自分を磨こう」 「出会いは無限の力」

出口　晃司様 谷　信一郎　様

部長  吉田 理恵 様 代表取締役　 代表  代表取締役
長田 純治 様 神谷 善高 様 土井 幸喜 様

島原倫理法人会 Nauraa(ナウラ) 有限会社　杉谷本舗　 名誉専任研究員 宅島建設株式会社 代表取締役 有限会社 野澤運送 代表取締役 代表取締役

副事務長　吉田 真 様

事務長　佐藤　慎一郎　様 代表 野中 佐代子 様 代表取締役 杉谷 徳隆 様
川又　久万　様 野澤 明彦 様

長崎南倫理法人会　会長

岩﨑　裕一郎　様

30日

一般社団法人 倫理研究所 長崎県倫理法人会 会長

23日 23日 24日 25日 25日 26日 27日

会員スピーチ 雲仙倫理法人会　会員 諫早倫理法人会　会員 一般社団法人 倫理研究所 雲仙倫理法人会 会長 長崎県倫理法人会 会長 有限会社カネイ商会

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 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

副会長　本多　松弘　様 お休みします。 研究員
川﨑 洋和 様 野中 佐代子 様 永木 保史 様

鶴川 宗弘 様

「運と努力」 「真実は一つ」

幹事　末永 真理 様

「１年を振り返って」 「倫理経営とは」 「杉谷本舗で学んだ事」 「人生のGIFT　いつも心に太陽を」

ホテル南風楼 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

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

専任幹事　伊藤　公貴　様

副専任幹事　岡野　晃男　様

「１年を振り返って」 「なぜ純粋倫理を学ぶのか」 「17条に感謝」

野澤 明彦 様

島原倫理法人会

中西 康成 様
代表取締役

宅島 寿孝 様

「すべてに感謝～4年間の振り返りと
これからについて～」「苦難は幸福に入る門」 「17ヶ条に感謝」「１年を振り返って」

30日 31日

「人生のGIFT～いつもい
つも心に太陽を～」

「受け入れることからの学び」
〜ご縁と絆に感謝〜


