島根県倫理法人会

日

H30年3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

日

回

講師

テーマ
4つの健康の実践と＋アルファ（お楽しみに）・・・
～日々の生活の中で心がけていること(実践）～

1 917 松江護國神社 禰宜 工藤 智恵 氏

英霊の声を記して『留魂』

8 918 鳥取県倫理法人会 副会長 森下 隆正 氏

息子から教えられた倫理経営

13 522 (一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 常松 栄 氏

第12条 得るは捨つるにあり～捨我得全～

15 919 (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

20 523 島根県倫理法人会 幹事長 吉川 裕美 氏

倫理指導と実践

22 920 福山東倫理法人会 会長 佐藤 護 氏

後継者の視点

27 524

29 921 浜田市倫理法人会 幹事 佐々木 良二 氏

歯無しにならない話

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≫

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≫
回

大転換の時代 ーつねに活路ありー
人生待ったなし

益田市倫理法人会

家庭も会社も元気になる倫理経営

鳥取県倫理法人会 副会長 森下 隆正 氏

良い結果は,準備次第
人生の基本姿勢

倫理研究所 法人スーパーバイザー 荒井 久満 氏
倫理経営インストラクター 久保山 文生 氏

26

大田市倫理法人会

日

倫理研究所 法人スーパーバイザー 荒井 久満 氏
倫理経営インストラクター 久保山 文生 氏

倫理経営講演会 ≪ＰＭ6：00～8：10 くにびきメッセ≫

経営者の集い ≪ＰＭ6：30～ＰＭ7：30 ホテル一畑≫
7

6 521 松江市倫理法人会 会員 中村 勝輔 氏

講師

テーマ

日

回

講師

テーマ

6 485 法人局 法人スーパーバイザー 木村 雅 氏

親孝行と倫理経営

2 778 サポートコーチ出雲 代表 山根 浩二 氏

なぜプロコーチの仕事をはじめたのか

13 486 浜田市倫理法人会 幹事 多郎畑 誠 氏

苦難まっただ中！

9 779 松江市中海倫理法人会 専任幹事 下手 将人 氏

ひとつひとつを大切に

20 487 島根県倫理法人会 青年委員長 植田 節雄 氏

苦難より活路を開く

16 780 出雲市倫理法人会 専任幹事 渡部 直樹 氏

心の経営を目指す人々のネットワークを創る！
（福祉事業の働き方）

27 488

23 781 岡山市倫理法人会 会長 田中 里味 氏

いのち燁く

30 782 浜田市倫理法人会 副会長 松村 哲也 氏

Any Key Ok ！倫理に出会えて良かった！

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～8：00
22

大田市商工会議所 2F研修室

≫

出雲市倫理法人会
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

講師

テーマ

7 542 島根県倫理法人会 普及拡大委員長 渡辺 順一 氏
14 543 大阪府倫理法人会 監査 橋本 秀一 氏

うぬぼれの洗浄

28 544 (一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 常松 栄 氏

万人幸福の栞 第14条

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～ＰＭ8：00 出雲ロイヤルホテル≫
13

大阪府倫理法人会 監査 橋本 秀一 氏

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≫
日

ものつくりからひとつくりに

回

講師

テーマ

1 462 NTTドコモ 林 浩樹 氏

携帯電話 光と影

8 463 (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

15 464 米原 涼旺子 氏

筆跡診断で自分を幸せに。自分で自分を変え
たい人を応援します。

22 465 松江市中海倫理法人会 専任幹事 下手 将人 氏

ひとつひとつを大切に

29 466 （一社）倫理研究所 法人レクチャラー 高橋 啓一 氏

純粋倫理に出合って

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～PM8：00

今があるのはあなたのお陰です。
祝日のためお休み

21

ロンドン大学大学院への進学をやめて、
益田を選んだ理由

浜田市倫理法人会

点とツボ

岡山市倫理法人会 会長 田中 里味 氏

益田市教育委員会 社会教育課
ライフキャリア教育コーディメーター 檜垣 賢一 氏

28

（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 高橋 啓一 氏

BLISS GARDEN ２階 会議室 ≫
6Sとホスピタリティ

