
1日 第391回 栞第14条

4日 第516回 栞第4条 4日 第246回 栞第10条 5日 第623回 栞第11条 6日 第816回 第15条 6日 第176回 栞第2条 7日 第713回 栞第4条 8日 第392回 栞第15条

11日 第517回 栞第5条 11日 第247回 栞第11条 12日 第624回 栞第12条 13日 第817回 第16条 13日 第177回 栞第3条 14日 第714回 栞第5条 15日 第393回 栞第16条

18日 第518回 栞第6条 18日 第248回 栞第12条 19日 第625回 栞第13条 20日 第818回 第17条 20日 第178回 栞第4条 21日 第715回 栞第6条 22日 第394回 栞第17条

25日 第519回 栞第7条 25日 第249回 栞第13条 26日 第626回 栞第14条 27日 第819回 第1条 27日 第179回 栞第5条 28日 第716回 栞第7条 29日 第395回 栞第1条

TEL TEL TEL TEL TEL TEL

地蔵寺

代表

酒井　利泰 様         加藤　文郎　様 中村宗平様 時 忠之 様 川上 清行 様 野中　佐代子　様 出口　晃司　様

「出愛いに感謝」 「倫理体験談」 「倫理4年、今思うこと」 「私が倫理を学ぶ理由(わけ)」 「人生のGIFT〜いつも心に太陽を」 「倫理の学びは【普及】にあり」

県レクチャラー 株式会社　石橋工業 タブアットホーム ㈱　クリーン　雲仙 株式会社ヤマハマリン西九州 小規模多機能ホーム暖だん（株）PRIME•SOCIO 

「人生のGIFT～いつもいつも心に太陽を～」 「役をうけて。チャレンジ」 「これまでやってきてよかったこと」 「僕は落ちこぼれ」 「実践力を磨く」 「お寺de笑いヨガ」

「17ヶ条に感謝」 「　倫理4年　今思う事」 「隗より始めよ」 「開業して5年目選ばれる税理士事務所を目指して！！」 「職場の教養で学んだこと」 「 挑　戦 」

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

Nauraa(ナウラ) 代表取締役 代表取締役 介護福祉士飲食マネージャー

代表 野中 佐代子 様 中村 愛 様 橋本剛様 八木 皇介 様 元村　竜平　様 吉澤　健　様 加藤　文郎　様

代表取締役

野澤 明彦 様 中村　宗平　様 濵村 俊介 様 時 忠之 様 陣内　元治　様 城　健次　様

 代表取締役 医院長
津隈 亮二 様

税理士 代表取締役 代表取締役 代表取締役

長崎県倫理法人会　令和４年１０月経営者モーニングセミナーご案内

島原倫理法人会

株式会社 恵比寿組

大村倫理法人会 諫早倫理法人会

火曜日 水曜日

長崎市倫理法人会 雲仙倫理法人会

木曜日

佐世保市倫理法人会 長崎南倫理法人会

金曜日 土曜日

長崎県倫理法人会 幹事長

長崎県倫理法人会 会長 雲仙倫理法人会　会長 一般社団法人　倫理研究所 長崎市倫理法人会　会員 長崎県倫理法人会　会長 有明佐賀倫理法人会専任幹事 長崎南倫理法人会　副会長

有限会社 野澤運送 医療法人志誠会　中村眼科医院 研究員 濵村俊介税理士事務所 （株）大幸企画 大坪産業株式会社 株式会社　星光

谷 信一郎 様

「自分を磨こう」

長崎南倫理法人会　専任幹事

SAKAI　FARM (有)セルフサポート有明 医療法人志誠会　中村眼科医院 株式会社大幸企画 小浜自動車工業（有） Nauraa いでぐちコンサルティングオフィス

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

代表 院長 代表取締役

「家庭と仕事の実践報告」 「すなおな心」

代表取締役 統括本部　車両管理部長 代表取締役 代表
中西 康成 様

代表取締役 山夲 幸子 様

長崎市蚊焼町２００１
0957-62-5111 0957-24-3939 095-844-2412 0957-75-0222 0956-25-0001 095-892-0151

長崎県倫理法人会　会長 長崎市倫理法人会　副事務長 長崎県倫理法人会女性委員長 一般社団法人　倫理研究所 大村倫理法人会 長崎市倫理法人会 会長

株式会社大幸企画 医療法人　秋桜会 株式会社石橋工業 「ながさき笑いヨガ」俱楽部 研修室研究員 有限会社スズキイサハヤ 三基商事株式会社 代理店

吉野　隆広　様

島原倫理法人会　幹事 島原倫理法人会　MS委員 雲仙倫理法人会会長

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

長崎県倫理法人会 会長 雲仙倫理法人会　副会長 雲仙倫理法人会

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 セントラルホテル佐世保

中村愛様 岩本 千恵子 様

「役を受けてチャレンジ！」 「笑顔は幸せをよぶ魔法だよ」 「最幸の人生を送る三つの力」

時 忠之 様 横山　愼介　様

「私が倫理を学ぶ理由(わけ)」 「私の恥ずかしい話⑤」



 

 


