島根県倫理法人会

日

H30年4月度行事予定表

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

テーマ

5 922 一般財団法人 人間自然科学研究所 研究員 藤澤 英明 氏

沖縄でみてきたこと

日

回

講師

テーマ

3 525 小谷 忠延 氏

論語に遊び、論語を活かす

12 923 (一社）倫理研究所 法人アドバイザー 大谷 公夫 氏

全個皆完の原理

10 526 出雲市倫理法人会 会長 景山 孝司 氏

会長三年目の仮決算

19 924 （一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 二川 正志 氏

全ては心が決める

17 527 松江護國神社 禰宜 工藤 智恵 氏

英霊の声を記して『留魂』

26 925 島根県倫理法人会 幹事長 吉川 裕美 氏

倫理実践の効果

24 528 鳥取県倫理法人会 研修委員長 松本 正福 氏

希望の明日を切り拓こう！

大田市倫理法人会

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～ＰＭ8：00 松江ニューアーバンホテル≫

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

講師

鳥取県倫理法人会 研修委員長 松本 正福 氏

筆跡診断で自分を幸せに。
自分で自分を変えたい人応援します。

13 784 松江市倫理法人会 会員 石照庭園 園主 堀江 研次氏

経緯、背景とこれから

20 785 （一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 土井 幸喜 氏

生き方改革

27 786 ㈱ドコモＣＳ中国 島根支店 林 浩樹 氏

携帯電話 光と影

倫理経営講演会 ≪ＰＭ6：30～8：00

（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 土井 幸喜 氏

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 ≫
日

回

≫

大転換の時代 -つねに活路あり-

講師

4 545 広島県倫理法人会 西部地区 地区長 反田 裕一 氏

ミツバチから見えてくる世界

17 491 ㈱ドコモＣＳ中国 島根支店 林 浩樹 氏

携帯電話 光と影

24 492 法人局 法人レクチャラー 玉田 和夫 氏

１００日実践の極意 ～ 一日一回 ～

46 法人局 法人レクチャラー 玉田 和夫 氏

18 547 大田市倫理法人会 会員 和田 賢一 氏

縁を通じて社会貢献

25 548 （一社）倫理研究所 名誉研究員 新原 隆一 氏

天候気候と事業の盛衰

倫理経営講演会 ≪ＰＭ6：30～ＰＭ8：00 出雲ロイヤルホテル≫
大転換の時代 つねに活路あり

心と体 ～ 治る法則 ～

浜田市倫理法人会
モーニングセミナー ≪毎週木曜日 AM６：００～AM７：００ BLISS GARDEN ２階 会議室≫

苦難福門
倫理との出会い リーマンショックで
会社をリセットーあれから10年！ー

（一社）倫理研究所 名誉研究員 新原 隆一 氏

23

テーマ

11 546 米子市倫理法人会 専任幹事 砂田 秀雄 氏

24

簡単実現 働き方改革

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～8：00 旧 中国労働金庫益田支店 ≫

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≫
回

テーマ

10 490 中山農園株式会社 代表取締役 中山 正 氏

出雲市倫理法人会

日

講師

3 489 ㈱ＮＴＴドコモ 中国支社法人営業本部 宮脇 伸一 氏

大田商工会議所3階研修室

倫理法人会で学んだこと

益田市倫理法人会

テーマ

6 783 ライフプロデュースHAVE 米原 涼旺子 氏

19

23

日

回

講師

5 467 松江市倫理法人会 会長 安達 亨 氏

テーマ
倫理経営を継続する大切さ

12 468 松江市中海倫理法人会 会長 古志 勝俊 氏

万人幸福の栞と私

19 469 広島西倫理法人会 岡谷 直樹 氏

時代の変わり目を楽しむ
～縄文と弥生に見る新時代の生き方～

26 470 兵庫県倫理法人会 会長 中津 政敏 氏

和合の秘訣

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～PM8：00 BLISS GARDEN ２階 会議室 ≫
25

兵庫県倫理法人会 会長 中津 政敏 氏

一歩前へ

