島根県倫理法人会

日

松江市倫理法人会

松江市中海倫理法人会

モーニングセミナー ≪毎週木曜日 AM６：００～７：００ ホテル一畑≫

モーニングセミナー ≪毎週火曜日 AM６：００～AM７：００ 松江ニューアーバンホテル≫

回

講師

テーマ

3 889 井上養鶏場 井上 くるみ 氏
10 890

H29年8月度行事予定表

（一社）倫理研究所 法人局普及事業部 主事
中国・四国方面 副方面長 泉 憲治 氏

日

回

講師

テーマ

とんとん昔があったげな 紙芝居

1 492 益田市倫理法人会 幹事 宮﨑 結花 氏

私の子育て ～子供達との関係性～

小我を捨て、大我に生きる

8 493 （一社）倫理研究所 法人アドバイザー 大谷 公夫 氏

発顕還元の原理

17 891 独立行政法人 国際協力機構（ＪＩＣＡ） 上田 美和 氏

ＪＩＣＡボランティアのこれまでとこれから

15

お盆の為お休み

24 892 （一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 栗山 章 氏

つながる

22 494 地域・教育魅力化プラットフォーム 共同代表 岩本 悠 氏

次代の人づくり ～教育魅力化による地域活性化～

31 893 境港市家庭倫理の会 会長 岩本 裕美 氏

未定

29 495 松江市中海倫理法人会 会長 矢尾井 敏廣 氏

会長を拝命して

益田市倫理法人会

倫理経営基礎講座 ≪ＰＭ6：30～ＰＭ7：30 ホテル一畑≫
23

（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 栗山 章 氏

大田市倫理法人会

日

モーニングセミナー ≪毎週金曜日 AM６：００～７：００ プラザホテルさんべ≫
日

回

モーニングセミナー≪毎週火曜日 AM6:00～AM7:00 旧 中国労働金庫益田支店 建物 １階≫

テキスト 第16講 経営の眼目

講師

テーマ

4 750 DVD鑑賞

回

講師

テーマ

1 456 イワタニ島根 株式会社 専務取締役 渋谷 幸治 氏

私の尊敬する人

8 457 法人スーパーバイザー 荒井 久満 氏

実践の順番

万人幸福の栞勉強会

15 ―

11

祝日の為お休み

22 458 倉吉市倫理法人会 会長 松井 せき子 氏

シンデレラ・ストーリーの落とし穴

18 751 大田市倫理法人会 会長 伊藤 肇 氏

やって良かった単会会長。3年半のありがとう

29 459 出雲市倫理法人会 専任幹事 渡部 直樹 氏

（未定）

25 752 （一社）倫理研究所 法人SV 前原 幸夫 氏

心の経営

倫理経営基礎講座 ≪ＰＭ7：00～8：00
24

倫理経営基礎講座 ≪PM6：30～7：30 旧 中国労働金庫益田支店 建物 １階≫

あすてらす2Ｆ 研修室 5 ≫

（一社）倫理研究所 法人SV 前原 幸夫 氏

（休会）

7

浜田市倫理法人会

第16講 経営の眼目

出雲市倫理法人会

モーニングセミナー≪毎週木曜日AM6:00～AM7:00 浜田ワシントンホテルプラザ≫

モーニングセミナー ≪毎週水曜日 AM６：００～７：００ 出雲ロイヤルホテル≫
日

回

テキスト 第16講 経営の眼目

法人スーパーバイザー 荒井 久満 氏

講師

テーマ

日

回

8 434 参事

講師
法人アドバイザー 小林 佳子 氏

テーマ
人生に無駄はない

2 513 倉吉市倫理法人会 幹事 福井 暖 氏

私の使命

10 435 宇部市倫理法人会 副会長 末冨 秀史 氏

両親に感謝

9 514 鳥取市倫理法人会 幹事 福井 勇吉 氏

亡き父親に誓った 決して諦めない
夢と情熱と夫婦道！！（後編）

17 436 広島県倫理法人会 幹事長 鍋島 群治 氏

実践は宝の山－苦難の受けとめ方－

24 437 大田市倫理法人会 会員 田中 昭一 氏

私の財産

31 438 三次庄原倫理法人会 会長 金山 一宏 氏

私の体重は法律違反！
肉体は精神の象徴 病気は生活の赤信号

16

お盆の為お休み

23 515 元中学校長、ハーモニカ演奏者 岩崎 巖 氏

わくわくドキドキ心地よく ～出逢いに感謝～

30 516 法人局参事 法人アドバイザー 藤本 定明 氏

大自然に学ぶ倫理経営

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～ＰＭ8：00 出雲ロイヤルホテル≫
8

鳥取市倫理法人会 幹事 福井 勇吉 氏

亡き父親に誓った
決して諦めない 夢と情熱！！（前編）

