
1日 第414回 栞第4条

4日 第541回 栞第12条 4日 第270回 栞第17条 5日 第650回 栞第2条 6日 第841回 第6条 6日 第197回 栞第5条 7日 第739回 栞第13条 8日 第415回 栞第5条

11日 第542回 栞13条 11日 第271回 栞第1条 12日 第651回 栞第3条 13日 第842回 第7条 13日 第198回 栞第6条 14日 第740回 栞第14条 15日 第416回 栞第6条

18日 第543回 栞14条 18日 第272回 栞第2条 19日 第652回 栞第4条 20日 第843回 第8条 20日 第199回 栞第7条 21日 第741回 栞第15条 22日 第417回 栞第7条

　　法人アドバイザー

25日 第544回 栞15条 25日 第273回 栞第3条 26日 第653回 栞第5条 27日 第844回 第9条 27日 第200回 栞第8条 28日 第742回 栞第16条 29日

TEL TEL TEL TEL TEL TEL

雲仙倫理法人会 専任幹事

お休みです
菊波 豊　様 (株)東納本店　代表取締役

久保フルーツ店 「両親への感謝」 代表 「良い結果は心の準備から」 「最後は人柄で決まる」～家庭は朝ドラ、仕事は大河ドラマ～ 一般社団法人倫理研究所 代表取締役

角田 恭恵 様 『　実践報告　』

久保 弘一 様 大村倫理法人会 池上明子様 徳島県倫理法人会 会長　石津 健 様 法人レクチャラー　永田 光春 様 吉野　隆広　様

｢富士研修で学んだ事」

長崎市倫理法人会　幹事 諫早倫理法人会幹事 長崎南倫理法人会　女性委員 (一社）倫理研究所　法人局 (一社）倫理研究所 佐賀県倫理法人会  会長 大村市倫理法人会　会長

モーニングセミナー委員 松村拓哉様 株式会社RAINBOW 参事　荒井 久満 様 理事　田畑 章 様 牧瀬 正和 様 車検のコバック西諫早店

「宝の山」 「生きる喜び」「倫理と出逢って」

Day maker 一般社団法人倫理研究所 長崎市倫理法人会 幹事 長崎市倫理法人会　会員

（有）田中農園 研究員 有限会社スズキイサハヤ モーニングセミナー副委員長 モーニングセミナー委員長 専任幹事 (有) 昭和防災

｢ 娘の呪縛から解き放たれた時〜島原半島へおいでよ〜」 「本を忘れず」 「実践報告」 「信じる心」 「倫理を100倍楽しむ方法」 『　倫理と出逢って… 』

「倫理経営の力」 コンプレックスと向き合うと笑いが、生まれる～笑いで学んだこと 「報恩感謝」 「本気!!　～平石元気力発電所、今日もバリバリ稼働中!～」 「試行錯誤」 ～あ・な・た・に～」 『　繁栄の法則　』

一般社団法人倫理研究所 大村倫理法人会　会長 長崎県倫理法人会 長崎県倫理法人会 大村市倫理法人会 長崎市倫理法人会　専任幹事

取締役 鶴川 宗弘 様 代表取締役 セントラルホテル佐世保 タブアットホーム クリクラ大村 代表取締役

酒井 直美 様 吉野　隆広様 前田　琢也　様 橋本　剛士　様 進藤 哲也 様 西山　展司　様

代表取締役

寺崎 晃嘉 様

ｽﾀｼﾞｵ　ﾌｪﾙﾃﾞﾝｸﾗｲｽ

田中　努　様 「続 笑顔の実践 花野井　勝浩　様

堀内 学様 業務課長
平石 洋介 様

浅田 奈々美 様 法人スーパーバイザー

立石　裕樹様

長崎県倫理法人会　令和５年４月経営者モーニングセミナーご案内

島原倫理法人会

（有）松田メンテナンス工業

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 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

諫早倫理法人会　相談役

(一社)倫理研究所 大村倫理法人会　会員 佐世保市倫理法人会　事務長 福岡県大野城市倫理法人会　会員 長崎県倫理法人会 長崎市倫理法人会 会員 一般社団法人倫理研究所

法人スーパーバイザー 大村市議会議員 ドコモショップララプレイス日野店 有限会社平石土木 研修委員長 法人局

松田　卓　様

『　生涯現役　』

長崎インターナショナルホテル 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 地蔵寺島原商工会議所

大村市水主町1-973-1 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

東納　英一様 久保 弘一 様 梅津　富浩　様 元村 竜平 様本田　利一郎　様
「決算書は社長の通信簿 〜自己資本経営目指していますか〜」 「体質改善は倫理実践で」 「富士研修にて学んだこと」 「私の道」 「倫理VS自分」「　」

代表 法人局顧問 久保フルーツ店 創成館高等学校　教諭 （株）クリーン雲仙

代表取締役

島原市高島二丁目7217
0957-52-1111 095-844-2412 0957-75-0222 0956-25-0001 095-892-0151

TEL　080-1778-7788 TEL　095-879-5200

0957-24-3939
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　0957-47-9653


