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TEL TEL TEL TEL TEL TEL0957-62-5111 0957-24-3939 095-844-2412 0957-75-0222 0956-25-0001 095-892-0151

TEL　0957-47-9653 TEL　080-1778-7788

事務局　諫早市貝津町1668-1 事務局　長崎市千歳町21-6-1F 事務局　諫早市貝津町1668-1 事務局　佐世保市木風町787-6 事務局　長崎市竿浦町535-4

TEL　0957-47-9676 TEL　095-813-1610 TEL　095-879-5200

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７-22 佐世保市上京町3-2 長崎市蚊焼町２００１

「娘とともに学ぶ」 「自分が気づいた　仲間の一言」 「自分を磨こう」 「節　目」 「私の恥ずかしい話④」

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 長崎新聞アストピア 宅島建設㈱会議室

中村 鉄男 様 谷 信一郎 様 中山 紀子 様 横山 愼介 様

県レクチャラー

代表取締役社長 代表取締役 専務取締役 統括本部　車両管理部長アーテック株式会社

牛津 慶紀 様

代表取締役 認知症予防音楽ケア体操指導員 代表

県レクチャラー 有限会社カネイ商会 （株）ドゥアイクリエイション (有)セルフサポート有明 お休みします エヌケースリードリームプロ

有限会社昭和防災　取締役

タブアットホーム

橋本 剛 様 加藤 文郎 様
岩﨑 裕一郎 様 大山 真美子 様 渡邉 享介 様西山 展司 様

「わっくわく倫理法人会」 「自分を磨こう」 「私が倫理を学ぶ理由」（わけ） 「役を受けて。チャレンジ！」 「伝統と文化の継承」

長崎市倫理法人会　専任幹事 長崎市倫理法人会モーニングセミナー委員長 長崎県倫理法人会 朝礼委員長 長崎市倫理法人会 会員 島原倫理法人会 幹事

島原倫理法人会　

株式会社　恵比寿組 株式会社大幸企画 株式会社　石橋工業 篠田株式会社 研究員 株式会社古川電機製作所　

谷 信一郎 様 時 忠之 様

ドコモ事業部　業務課長

立石 裕樹 様

会長　松尾 建国 様

 代表取締役 代表取締役 代表取締役
熊崎 貴彦 様 津隈 亮二 様

中村 愛 様

「新年度を迎えて」

幹事  荒木 淳一郎 様

山夲 幸子 様 長田 純治 様 佐藤 光臣 様

「すなおな心」 「出会いは無限の力」 「一致和合」

長崎県倫理法人会　令和４年９月経営者モーニングセミナーご案内

島原倫理法人会

三基商事株式会社 代理店 猿場神社清掃　参拝 アール・アイ・コミュニケ-ションズ 代表 オートセンターアオキ

大村倫理法人会 諫早倫理法人会

火曜日 水曜日

「杉谷本舗で学んだ事」

長崎市倫理法人会 雲仙倫理法人会

木曜日

長崎市倫理法人会 会長

佐世保市倫理法人会 長崎南倫理法人会

金曜日 土曜日

佐世保市倫理法人会　会長 長崎南倫理法人会　会長

「隗より始めよ」 「報恩感謝」

諫早倫理法人会　会員

「認知症予防音楽ケア体操の実演」　 「笑顔の純粋倫理実践」 「両親と私(只今終活中)」

川﨑 洋和 様

長崎県倫理法人会　会長 長崎県倫理法人会　女性委員長 一般社団法人　倫理研究所 佐世保市倫理法人会　事務長

台風の為中止

「会長1年生で学んだこと」 「ママが変わると世界が変わる」 「倫理4年 新会長として」

長崎県倫理法人会　幹事長 雲仙倫理法人会　会員

時 忠之 様
代表取締役

時 忠之 様

「私が倫理を学ぶ理由(わけ)」 「私が倫理を学ぶ理由(わけ)」

アロマセラピーサロン 縁～en～			 WTP.Corp

台風の為中止
向井 百合子 様

代表
中村 宗平 様

津留 万里子 様

（医）志誠会　中村眼科医院 株式会社大幸企画 代表取締役

諫早倫理法人会　会長 諫早倫理法人会 会員 雲仙倫理法人会　会長 長崎県倫理法人会　会長 長崎県倫理法人会　会長

株式会社大幸企画

「倫理11年目を迎えて」

長崎市倫理法人会 会員 長崎県倫理法人会　幹事長 長崎市倫理法人会 会員 長崎市倫理法人会　副事務長 諫早倫理法人会 専任幹事大村倫理法人会事務長

株式会社 中村工務店 株式会社恵比寿組 株式会社 オオクラ 医療法人　秋桜会 (有)杉谷本舗 営業部長

「その時やっておいてよかった事」 「倫理で変わり、今がある」


