
1日 第639回 栞第10条 2日 第833回 第15条 2日 第190回 栞第15条 3日 第730回 栞第4条 4日 第408回 栞第14条

7日 第533回 栞第4条 7日 第263回 栞第10条 8日 第640回 栞第11条 9日 第834回 第16条 9日 第191回 栞第16条 10日 第731回 栞第5条 11日

14日 第534回 栞第5条 14日 第264回 栞第11条 15日 第641回 栞第12条 16日 第835回 第17条 16日 第192回 栞17条 17日 第732回 栞第6条 18日 第409回 栞第15条

21日 第535回 栞第6条 21日 第265回 栞第12条 22日 第642回 栞第13条 23日 第836回 第1条 23日 24日 第733 回 栞第7条 25日 第410回 栞第16条

28日 第536回 栞第7条 28日 第266回 栞第13条

TEL TEL TEL TEL TEL

「　倫理指導の偉力　」

横山 愼介 様 黄檗 賢二 様

「私の恥ずかしい話⑥」 「品格を磨く道場」 「喜ばれる人になりなさい」

副事務長 法人レクチャラー 株式会社　星光 営業 お休みします。 法人局

中村 宗平 様 松本 悦子 様

医療法人　秋桜会 倫理経営インストラクター 代表取締役　
森本 健太郎 様

法人スーパーバイザー

城 健次 様

「あなたに〜「人は鏡」実践中」 「 病院勤務時代に学んだこと」 「PINCHHITTERJAPANのNo,2として」 「雲仙観光局について」 「栞に学ぶ」 「 ご縁モトに感謝 」

長崎市倫理法人会 一般社団法人　倫理研究所 長崎南倫理法人会　副会長 株式会社フィットラボ 雲仙倫理法人会 一般社団法人倫理研究所

代表 取締役副社長 統括部長 代表取締役

浅田 奈々美 様

「人生のGIFT〜いつも心に太陽を〜」

川口 恭平 様 林田 真明 様 川上 美保 様
光山 千絵 様 野中 佐代子 様

代表取締役 代表取締役 代表取締役

県レクチャラー 行政書士山村健志事務所

梅津 富浩 様 小浦 美香 様

長崎県倫理法人会　令和５年２月経営者モーニングセミナーご案内

島原倫理法人会

創成館高等学校　教論 株式会社ドゥアイネット 有限会社　諫早製茶 楽天生命保険（株）代理店 株式会社 石橋工業

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　会員

長崎市倫理法人会 雲仙倫理法人会

木曜日

長崎県倫理法人会 相談役 諫早倫理法人会　幹事

佐世保市倫理法人会 長崎南倫理法人会

金曜日 土曜日

諫早倫理法人会 MS委員 長崎県倫理法人会 女性委員長

土井 幸喜 様 田﨑 秀雄 様 中村 愛 様

「私の道」 「人間力を磨く」 「何のために学ぶのか」 「母と倫理と３人の子供達」 「 役を受けて､チャレンジ 」

長崎市倫理法人会　会員 大村倫理法人会　会員 雲仙倫理法人会　女性委員 長崎市倫理法人会 会員 九州・沖縄 副方面長 赤坂倫理法人会　会長

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

まえぼん 大村市議会議員 Nauraa PINCH HITTER JAPAN（株） (一社)雲仙観光局 坂元 一成 様 有限会社オフィスフォーハウト

歴代会長によるリレー講話 中村 愛 様 池野 晋一 様

「一度きりの人生」 「倫理と出会って」 「役を受けて、チャレンジ」

法人レクチャラー　大石 秀一 様 西山 展司 様
山村 健志 様

株式会社　石橋工業
お休みです

代表取締役

一般社団法人 倫理研究所 長崎市倫理法人会　専任幹事 諫早倫理法人会　幹事 長崎県倫理法人会　女性委員長 佐世保市倫理法人会

副会長教育業務部研究員　松枝 秀雄 様

「受け切る力」 有限会社昭和防災　取締役

島原市高島二丁目7217 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
0957-24-3939 095-844-2412 0957-75-0222 0956-25-0001 095-892-0151

「富士研報告」 「懸垂県議と呼ばれて」

島原商工会議所 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

北村 貴寿 様谷口 喜八郎 様

島原倫理法人会 幹事 大村倫理法人会　会員

 荒木 淳一郎 様 北村理子クリニック皮ふ形成外科


