
1日 第520回 栞第8条 1日 第250回 栞第14条 2日 第627回 栞第15条 3日 第820回 第2条 3日 4日 第717回 栞第8条 5日 第396回 栞第2条

ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｽﾀｲﾙ（株）

8日 第521回 栞第9条 8日 第251回 栞第15条 9日 第628回 栞第16条 10日 第821回 第3条 10日 第180回 栞第6条 11日 第718回 栞第9条 12日 第397回 栞第3条

15日 第522回 栞第10条 15日 第252回 栞第16条 16日 第629回 栞第17条 17日 第822回 第4条 17日 第181回 栞第7条 18日 第719回 栞第10条 19日 第398回 栞第4条

22日 第523回 栞第11条 22日 第253回 栞第17条 23日 24日 第823回 第5条 24日 第182回 栞第8条 25日 第720回 栞第11条 26日 第399回 栞第5条

29日 第524回 栞第12条 29日 第254回 栞第1条 30日 第630回 栞第1条

TEL TEL TEL TEL TEL TEL

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

法人レクチャラー ウーマンサポート 清掃活動 有限会社エヌ・エス住宅 株式会社　恵比寿組 株式会社 PRESENCE 部長 法人局顧問

代表 丸尾 佳代子 様

丸尾勝俊・佳代子様

「感謝」 「SMIプログラムと倫理　」 「栞に学ぶ」 「ものさしを捨てる」 「夫婦は一対の反射鏡・・・只今実践中」 「役を受けてチャレンジ」

一般社団法人倫理研究所 諫早倫理法人会 長崎県倫理法人会 幹事長 長崎南倫理法人会 副専任幹事 一般社団法人倫理研究所 

マネージャー 代表取締役 代表取締役 代表取締役 お休みします 大城 あゆみ 様 西田 浩之 様

代表取締役

橋本 卓也 様 大橋 由美子 様 中村 愛 様 「 運否天賦 」

（有）ライフサービス

社長代理
坂元 一成　様 奈須 悦雄 様

代表取締役 柿本 敦子 様

坂上 美智子 様

長崎県倫理法人会　令和４年１１月経営者モーニングセミナーご案内

島原倫理法人会

有限会社セルフサポート有明 株式会社大幸企画 株式会社楽農ファームたけした ＷＯＲＫＩＮＧ ＷＩＴＨ ＪＯＹ

大村倫理法人会 諫早倫理法人会

火曜日 水曜日

島原倫理法人会　会員 長崎県倫理法人会 会長 柳川大川倫理法人会

有限会社　末永石油店 研究員 法人レクチャラー 法人レクチャラー 株式会社 石橋工業 フラワーサロンかきもと

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

長崎市倫理法人会幹事 長崎南倫理法人会　幹事

「苦難こそ成長の道しるべ」 「実践力を磨く」 「夢の叶え方」 「十七ヶ条　VS 私」 「苦難福門」 「 倫理4年　今感じること 」「二本木様の沿革と沖田畷の戦」

諫早倫理法人会　専任幹事 一般社団法人倫理研究所 一般社団法人倫理研究所 一般社団法人倫理研究所 長崎県倫理法人会女性委員長 長崎南倫理法人会　幹事島原倫理法人会　監査

雲仙倫理法人会 専任幹事 一般社団法人倫理研究所 雲仙倫理法人会　会長

営業部部長 代表取締役 村上 尊宣 様 院長

社会福祉法人　悠久会 研究員 株式会社フィットラボ 株式会社クリーン雲仙 法人局法人スーパーバイザー 中村眼科医院

明けの星寮　管理者

研究員

津隈 亮二 様 鶴川 宗弘 様
手塚 真史 様 元村 竜平 様 中村 宗平 様永代 秀二郎 様

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

松本 段 様 時 忠之 様 武下 浩紹 様 山口 大輔 様 「はずれ者が進化をつくる」 「 倫理と縁して 」

「これまでの学びと気づき」 「私が倫理を学ぶ理由(わけ)」 モーニングセミナーは最高の練習試合。120パーセント利他にフルスイング。 事業承継それって何？美味しいの？

島原倫理法人会 一般社団法人　倫理研究所 一般社団法人倫理研究所

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 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

「　節目　　」 「倫理法人会に入会して」 「朝礼ノススメ」

長崎市倫理法人会事務長 長崎市倫理法人会　幹事 長崎市倫理法人会幹事

株式会社星取デザインルーム

代表取締役 代表社員

出島ベース企画(株) 合同会社　Reborn

野口 博子 様
和田 栄代美 様 大峰 史子 様

東納 英一 様

「 純粋倫理の実践は体質改善」「『継続は力なりと倫理実
践』　MS1000回達成の力」 「結婚1年生」 「私の歩み」 「自分を磨こう」 ～運命自招～」

園田 能理子 様 谷 信一郎 様 「出会いは運命を変える

石原 政孝 様 専務取締役 代表取締役 吉田 理恵 様


