
第700回 栞第8条 第379回 栞第2条

第504回 栞第9条 第234回 栞第15条 第610回 栞第15条 第804回 栞第3条 第164回 栞第8条 第701回 栞第9条 第380回 栞第2条

第505回 栞第10条 第235回 栞第16条 第611回 栞第16条 第805回 栞第4条 第165回 栞第9条 第702回 栞第10条 第381回 栞第3条

第506回 栞第11条 第236回 栞第17条 第612回 栞第17条 第806回 栞第5条 第166回 栞第10条 第703回 栞第11条 第382回 栞第4条

第507回 栞第12条 第237回 栞第1条 第613回 栞第1条 第807回 栞第6条 第167回 栞第11条 第704回 栞第12条 第383回 栞第5条

TEL TEL TEL TEL TEL TEL

ＮＰＯ法人ハッピーインコ （有）松田メンテナンス工業

木下 紗菜栄 様
代表理事

松田 卓 様加藤 文郎 様
「ある日知らない事業を継ぐようになり何を承った...」

法人局

九州・沖縄方面　研究院

スタジオ☆フェルデンクライス 代表

田中　努 様

「水と育む」 私なりの事業継承 「ころばぬ先の倫理」

12日 12日

（株）古川電機製作所			 代表取締役社長
横山 敦子 様 大津 正和 様

島原市 佐世保市倫理法人会 事務長 一般社団法人倫理研究所法人局 長崎県倫理法人会 MS委員長

「報恩感謝」 「栞に学ぶ」 「倫理は実践あるのみ」

佐世保倫理法人会 事務長 長崎市倫理法人会 会員 諫早倫理法人会　会員 一般社団法人倫理研究所法人局参与

一番鮮魚
土井 幸喜 様 那須野 晃雅 様

中野 隼人 様立石 裕樹 様 中村 鉄男 様

「謝恩感謝」 「自分が気づいた 仲間の一言」 「倫理の思いがけないご縁とその後」 「活力朝礼は繫栄の源」 「家族に愛を」

29日 30日
「愛と敬と感謝」 「倫理的土壌をつくる」

26日 26日 27日 28日 28日
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 NPOターミナル学習塾 長崎南倫理法人会　会長 ザ・マーキーズ ホテル＆ウエディング 長崎南倫理法人会 専任幹事 雲仙倫理法人会　幹事

法人スーパーバイザー 法人レクチャラー 代表理事 有限会社カネイ商会 オートセンターアオキ 代表 スタジオ フェルデンクライス　代表

「不動産屋がなぜ農業を始めたか」 　　学力格差を補う取組」 「 節　目 」

セントラルホテル佐世保 地蔵寺

「一致和合」 「ゴミ掃除」

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

「出会いに感謝・倫理に感謝
～地区長を拝命して～」

『地域みんなで考える少子化対策、
子育て支援とは？』

児玉 雄二 様
岩永和也様  代表取締役

佐藤 光臣 様 田中 努 様
「子供の貧困が起因とする 岩崎 裕一郎 様

小嶋 維男 様
石川 于津子 様

「ゴミ清掃』

鶴川　宗弘　様 芳賀 秀樹 様

「本を忘れず」 「気づく」 「倫理で学んだ事アレコレ」

13日 14日 14日 15日 16日
長崎市倫理法人会　相談役 大村倫理法人会 幹事 佐世保市倫理法人会　幹事

地域おこし協力隊 ドコモショップララプレイス日野店 九州・沖縄方面　方面長 株式会社本多住宅産業 株式会社ヤマハマリン西九州　代表取締役 ウォーターメイツスイムクラブ ＮＰＯ法人ハッピーインコ

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/

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

長崎南倫理法人会

金曜日 土曜日
2日

5日 5日 6日 7日 7日 8日 9日
「人生二度無し」

白石 直子 様

長崎県倫理法人会　令和４年７月経営者モーニングセミナーご案内

島原倫理法人会

佐賀県倫理法人会 相談役 （株）エンデバーエデュケーション

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
1日

佐世保市倫理法人会

（有）ギャラリー有田 会長 代表取締役

ヨシトメ工芸株式会社

代表取締役 野島 敏史 様 

「絶体絶命のピンチは、
感謝が救ってくれた。」

大村倫理法人会　幹事 大村倫理法人会　会員 島原倫理法人会　幹事 一般社団法人倫理研究所 佐世保市倫理法人会　幹事 雲仙倫理法人会 MS委員 諫早倫理法人会　相談役

久保田 豊 様

ウォーターメイツスイムクラブ （有）セルフサポート有明

代表理事

芳賀 秀樹 様
立石 裕樹 様 津隈 亮二 様

 代表取締役
吉澤 健 様 木下 紗菜栄 様

本多 徹 様

倉林 未央 様

「心即太陽」 「水と育む」 「気づく」

19日 19日 20日 21日 21日 22日 23日

「火山funfanプロジェクトの
取り組みと未来」

長崎南倫理法人会　幹事 長崎県倫理法人会 相談役 岐阜県各務原市倫理法人会　副会長

長崎県レクチャラー 株式会社 中村工務店 法人　アドバイザー 長崎県レクチャラー 株式会社ドゥアイネット 代表取締役 株式会社68th 代表取締役


