島根県倫理法人会

日

H31年1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
年始の為 お休み

3

日

回

講師

テーマ
年始の為 お休み

1

10 959 役員・会員スピーチ

新年の抱負、実践報告

17 960 香川県倫理法人会 会長 西内 三悟 氏

出会いは必然

15 564 元鳥取大学医学部准教授 高塚 人志 氏

コミュニケーションするとは！？

24 961 松江市倫理法人会 副専任幹事 堀江研次 氏

経営者倫理セミナーでの気づき

22 565 （一社）倫理研究所 法人レクチャラー 赤山 芳隆 氏

手習いの徳

31 962 ゆめのたね放送局 共同代表 講演家 岡田 尚起 氏

「ＳＮＳを超える第4の居場所」トークライブ

29 566 光プロジェクト㈱ 代表取締役 杉村 卓哉 氏

チャレンジの連続によりできた
「新しいサービスモデル」

8 563 古志勝俊会長・下手将人専任幹事・会員スピーチ

経営者の集い ≪ＰＭ6：30～ＰＭ7：30 ホテル一畑≫
16

香川県倫理法人会 会長 西内 三悟 氏

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～ＰＭ8：00 松江ニューアーバンホテル≫

三つの坂(上り坂 下り坂 まさか）を超えて

21

（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 赤山 芳隆 氏

犬も歩けば棒に当たるが
あなたが歩けばご縁とご円が生まれる

ゆめのたね放送局 共同代表 講演家 岡田 尚起 氏

大田市倫理法人会

回

講師

テーマ
年始の為 お休み

4
11 820 益田市倫理法人会 副会長 岡崎 純二 氏

年中夢求

18 821 大田市長 楫野 弘和 氏

共創

（一社）倫理研究所 法人レクチャラー
25 822
愛媛県四国中央市倫理法人会 久保 安正 氏
経営者の集い ≪ＰＭ7：00～8：00

（会場 物部神社弓道場）

回

8 527 益田市長 山本 浩章 氏
15 528 浜田市倫理法人会 幹事 芳川 裕章 氏

講話依頼を頂いて

22 529 （一社）倫理研究所 法人レクチャラー 渡邊 恭二 氏

自己革新サイクル

砂漠の魅力

100日実践 体験報告

≫

21

旧 中国労働金庫益田支店 ≫

50 （一社）倫理研究所 法人レクチャラー 渡邊 恭二 氏

息子が活き返った！ ～たった一つの実践～

浜田市倫理法人会

純粋倫理の不思議な力

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≫

講師

テーマ
年始の為 お休み

2

アイルランドとの交流の展望

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～8：00

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
年始の為 お休み

出雲市倫理法人会

日

講師

1

29 530 100日実践 体験者

大田市商工会議所 2F研修室

（一社）倫理研究所 法人レクチャラー
愛媛県四国中央市倫理法人会 久保 安正 氏

24

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

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

尊己及人

益田市倫理法人会

経営者の集い ≪ＰＭ6：30～ＰＭ7：30 ホテル一畑≫
30

新年にあたって

日

回

講師

テーマ
年始の為 お休み

3

10 504 出雲市倫理法人会 専任幹事 高橋 良治 氏

倫理が救った私の人生

自分を変えるために

17 505 （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 第十三条
本を忘れず、末を乱さず ～反始慎終～

16 584 4名による会員報告

100日実践体験報告

24 506 松江市中海倫理法人会 幹事 太田 祥貴 氏

2度目の幹事を拝命して

23 585 松江市中海倫理法人会 幹事 白根 侑哉 氏

私物語 過去～現在～未来

31 507 高知県倫理法人会 副会長 高木 義夫 氏

晩年よければ全てよし

30 586 （一社）倫理研究所 法人アドバイザー 徳永 孝明 氏

運命自招

9 583 大田市倫理法人会 委員 馬場 亮臣 氏

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～PM8：00

倫理経営基礎講座 ≪ＰＭ7：00～ＰＭ8：00 出雲ロイヤルホテル≫
29

（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 徳永 孝明 氏

第23講 終わりを慎む

30

高知県倫理法人会 副会長 高木 義夫 氏

浜田ニューキャッスルホテル ≫
事業承継

