
1日 第643回 栞第14条 2日 第836回 第1条 2日 第192回 栞第17条 3日 第734回 栞第8条 4日 第410回 栞第1７条

7日 第537回 栞第8条 7日 第267回 栞第14条 8日 第644回 栞第15条 9日 第837回 第2条 9日 第193回 栞第1条 10日 第735回 栞第9条 11日 第411回 栞第1条

14日 第538回 栞第9条 14日 第268回 栞第15条 15日 第645回 栞第16条 16日 第838回 第3条 16日 第194回 栞第2条 17日 第736回 栞第10条 18日 第412回 栞第２条

21日 第539回 栞第10条 21日 22日 第646回 栞第17条 23日 第839回 第4条 23日 第195回 栞第3条 24日 第737回 栞第11条 25日 第413回 栞第3条

28日 第540回 栞第11条 28日 第269回 栞第16条 29日 第649回 栞第1条 30日 第840回 第5条 30日 第196回 栞第4条 31日 第738回 栞第12条

TEL TEL TEL TEL TEL

「倫理との思いがけない出会いとその後」 ～子育てと仕事の両立～」 松村拓哉様「両親への感謝」 「新聞社と結婚相談所」 「太陽とお月様」

島原市高島二丁目7217 大村市小路口町215-2

ジブラルタ生命保険　㈱

野口　千恵子　様

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 株式会社　クリーン雲仙

横山 敦子 様 「子どもが生後３ヶ月のときに起業

代表 進藤哲也様

株式会社　アイコック 池田 恭子　様 「妻への実践」
花田 潔 様

諫早倫理法人会幹事

「栞に学ぶ」 「経営力を磨く」 能力を越える 」

鶴川　宗弘 様 大江 義夫
園山 宗光 様 鶴川 宗弘 様

副方面長 矢野　雅則　様

「 良き習慣や姿勢は			

研究員 法人アドバイザー 幹事長 研究員 九州・沖縄方面 九州・沖縄方面研究員 法人レクチャラー

坂元　一成　様 鶴川 宗弘 様

鹿児島県倫理法人会 一般社団法人倫理研究所 一般社団法人倫理研究所 一般社団法人倫理研究所 法人局 一般社団法人倫理研究所

代表

「出会いは無限の力」 「私のスタイル」 「経営力を磨く」 「富士研修にて学んだこと」

一般社団法人倫理研究所 一般社団法人倫理研究所

「試行錯誤」 「倫理に縁して」 「はずれ者が進化をつくる」

代表
鶴川 宗弘 様 小澤　大助　様

スタジオフェルデンクライス 大城　あゆみ　様

社長代理 理事長 代表取締役 介護福祉士 赤木　幸仁　様

長田 純治　様 梶原 恵　様 田中　努　様 西田 浩之 様

長崎県倫理法人会　令和５年３月経営者モーニングセミナーご案内

島原倫理法人会

有限会社末永石油店 認定NPO法人 心澄 長崎三共有機　株式会社 （有）セルフサポート有明 長崎県議会議員

大村倫理法人会 諫早倫理法人会

火曜日 水曜日

諫早倫理法人会　専任幹事

長崎市倫理法人会 雲仙倫理法人会

木曜日

長崎南倫理法人会 会員 雲仙倫理法人会　会員

佐世保市倫理法人会 長崎南倫理法人会

金曜日 土曜日

島原倫理法人会　幹事 長崎南倫理法人会　顧問

佐世保市倫理法人会　会長 大村倫理法人会　会員 一般社団法人倫理研究所 長崎市倫理法人会 幹事 長崎県倫理法人会 長崎南倫理法人会 幹事 長崎市倫理法人会　幹事

アール・アイコミュニケーションズ 合同会社 まなび舎 研究員 手もみ屋 研修委員長 ＷＯＲＫＩＮＧ ＷＩＴＨ ＪＯＹ

坂上　美智子様 宮本 鷹明 様 細田　茂則　様 加藤 文郎　様

「富士研報告」 「子ども・若者支援は大人の責任」 「３5年分のありがとう」 「朝起きが9割？　朝起き38日間実践してきました！」 「30歳無職独身貯金なし」

諫早市宇都町3-35 長崎市茂里町3-1 雲仙市小浜町南木指32-2 佐世保市上京町3-2 長崎市蚊焼町２００１

事務局　諫早市貝津町1668-1
TEL　0957-47-9676 TEL　095-813-1610 TEL　0957-47-9653

0957-24-3939 095-844-2412 0957-75-0015
事務局　長崎市千歳町21-6-1F 事務局　諫早市貝津町1668-1

「　つなぐ　」

一社)倫理研究所法人レクチャラー

赤木 幸仁 様
業務課　課長 山崎　猛　様

島原倫理法人会　幹事 雲仙倫理法人会　会員 佐世保市観光 長崎南倫理法人会 顧問

「本を忘れず」 「己が変われば良い」 「人は鏡、万象はわが師～万象我師～」 「経営力を磨く」

長崎南倫理法人会 顧問長崎南倫理法人会　専任幹事

お休みします。 ピカピカがっこう　代表 長崎県議会議員 雲仙市商工会 コンベンション協会 常務 長崎市議会議員

町田　康隆　様 蓮田 尚 様

「陸上と商工会といろんな出会い」 「九十九島の観光の歴史」

0956-25-0001 095-892-0151
事務局　佐世保市木風町787-6 事務局　長崎市竿浦町535-4

TEL　080-1778-7788 TEL　095-879-5200

長崎市倫理法人会　専任幹事

県レクチャラー

有限会社昭和防災　取締役

セントラルホテル佐世保 地蔵寺

「倫理との出会いに感謝」

西山 展司 様

岩村 孝治 様

「元を忘れず」 「打破」

（株）長崎新聞文化ホール
長崎県倫理法人会

広報委員長

いでぐちコンサルティング　オフィス 代表

出口 晃司

「ありがとうのキャッチボール」

諫早倫理法人会　幹事 Toaster Design office 大村倫理法人会専任幹事












