
第605回 栞第10条 第800回 栞第16条 第160回 栞第4条 第696回 栞第4条 第375回 栞15条

第500回 栞第5条 第230回 栞第11条 第606回 栞第11条 第697回 栞第5条 第376回 栞16条

第501回 栞第6条 第231回 栞第12条 第607回 栞第12条 第801回 栞第17条 第161回 栞第5条 第698回 栞第6条 第377回 栞17条

第502回 栞第7条 第232回 栞第13条 第608回 栞第13条 第802回 栞第1条 第162回 栞第6条 第699回 栞第7条 第378回 栞1条

第503回 栞第8条 第233回 栞第14条 第609回 栞第14条 第803回 栞第2条 第163回 栞第7条

TEL TEL TEL TEL TEL TEL

「自分は生かされている」 「私の恥ずかしい話③」

有限会社TN保険ひろば 島原倫理法人会 副事務長 長崎県倫理法人会相談役 株式会社マルヤジム 雲仙倫理法人会　会員 長崎南倫理法人会 幹事・長崎県レクチャラー 長崎市倫理法人会　副専任幹事

代表取締役 （株）こつぶ商店 株式会社ドゥアイネット 代表取締役社長 社会福祉法人北串会 一番鮮魚 (有)昭和防災　取締役

一般社団法人倫理研究所 ジブラルタ生命保険株式会社 サンビッド 株式会社 一般社団法人 倫理研究所 合同会社Ａｍｅｌｉａ

法人レクチャラー 理事長 丸山 敏秋 様

14日 14日 15日 16日 16日 17日 18日

野口 千恵子 様 代表取締役　

松木 知代惠 様 「なぜ、看護師の私が営業で
日本一になったのか？」

川原 保治 様

「希望は心の太陽である」 「出会い縁と道」

出口 晃司 様 横山 愼介 様
「長崎への地域貢献」

九州・沖縄方面 研究員

鶴川 宗弘 様 吉岡 幸喜 様
「夢かぎりなく２０２２」

会場：長崎新聞社アストピア 「本を忘れず」 「逆境真っ只中」

諫早倫理法人会 会員 大村倫理法人会　幹事 一般社団法人倫理研究所 大村倫理法人会　幹事 長崎県倫理法人会 研修委員長 長崎市倫理法人会　幹事島原商工会議所青年部会長

フェイス企画 営業企画本部長 ウォーターメイツスイムクラブ 法人レクチャラー ウォーターメイツスイムクラブ いでぐちコンサルティングオフィス 医療法人　秋桜会有限会社松本燃料店

「第2ステージ」 「継続こそ力なり」 「100歳まで歩く」 「仏教と福祉について」 「家族に愛」 「倫理10年目」「暮らしやすい地域を目指して・職場編」

21日 22日 23日 23日 24日 25日21日

飯田直樹法律事務所 長崎総合科学大学特任教授 法人局普及事業部　九州・沖縄方面方面長 ストロベリースタイル 代表 法人局

7日
500回記念モーニング 長崎南倫理法人会 会員 諫早倫理法人会　会員 特別モーニングセミナー 一般社団法人 倫理研究所 法人局 普及事業部 長崎南倫理法人会　会員

長崎県倫理法人会　令和４年６月経営者モーニングセミナーご案内

島原倫理法人会

長崎南倫理法人会　事務長 800回記念モーニング 一般社団法人倫理研究所 佐世保倫理法人会 幹事 一般社団法人倫理研究所

大村倫理法人会 諫早倫理法人会

火曜日 水曜日
1日 2日

長崎市倫理法人会 雲仙倫理法人会

木曜日
2日 3日

佐世保市倫理法人会 長崎南倫理法人会

金曜日 土曜日
4日

飯田 直樹 様
作家

津隈 亮二 様
法人スーパーバイザー

ブライアン・バークガフニ様 岩田 三千生 様

吉永 浩一 様

「勝ちに不思議の勝ちあり、
負けに不思議の負け無し」「倫理と仕事と子育てと」 「長崎と異文化共存」 「栞に学ぶ」 「父母の恩」

0957-62-5111 0957-24-3939 095-844-2412 0957-75-0222 0956-25-0001 095-892-0151
事務局　〒854-0063　諫早市貝津町1668番地1　TEL0957-47-9653 FAX0957-47-9654　 http://www.nagasaki-rinri.jp/

7日 8日 9日 10日 11日

吉田 真 様
代表取締役

高西 文利 様 中路 秀彦 様 中野 隼人 様 西山 展司 様
土井 幸喜 様

山本 健一郎 様

ピカピカ学校 法人スーパーバイザー 有限会社かもん　代表取締役 株式会社ヤマハマリン西九州　 株式会社　天洋丸

吉澤 健 様 「新しい漁師のカタチ

島原倫理法人会　会員 一般社団法人倫理研究所 法人局 大分県速見倫理法人会　会長 長崎市倫理法人会　相談役 雲仙倫理法人会　会員

代表取締役

松本 龍亮 様

「ともに生きる」 福岡ドーム時代からfaceその他の活動を通じて 「水と育む」 「倫理と出会ってⅡ」 『水と育む』

28日 28日 29日 30日 30日

内田 実 様
木下 紗菜栄 様 高橋 秀臣 様 木下 紗菜栄 様

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 長崎新聞社アストピア 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番地22 佐世保市上京町3-2 長崎市蚊焼町２００１

岩村 考治 様 福岡 敬貢 様 木本 順子 様
代表取締役 竹下 千代太 様

「表現するために必要だったこと」 「聴く実践が効く」 「苦難福門　赤ねこで町おこし」 「万象我師」 －天洋丸の取組みについて－」


