島根県倫理法人会

日

回

H31年2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≫

講師

テーマ

7 963 （一社）倫理研究所 中国・四国方面 副方面長 泉 憲治 氏

ひとつながり

日

回

講師

テーマ

5 567 安来市加納美術館 館長 神 英雄 氏

中海沿岸の宝探しー『万葉集』からうなぎまでー

14 964 大田市倫理法人会 委員 馬場 亮臣 氏

自分を変える為に

12 568 大田市倫理法人会 専任幹事 西原 慎治 氏

おかげさまの中に生きている

21 965 島根県倫理法人会 ＭＳ委員長 渡部 肇 氏

尊己及人

19 569 （一社）倫理研究所 教育業務部研究員 山下 幸平 氏

喜びの人生を創造する

28 966 久留米市倫理法人会 副会長 姉川 亮平 氏

打つ手は無限

26 570 オフィスうたことば 代表 石川 達之 氏

人を生かす言葉の力

経営者の集い ≪ＰＭ6：30～ＰＭ7：30 ホテル一畑≫
27

久留米市倫理法人会 副会長 姉川 亮平 氏

倫理経営基礎講座 ≪ＰＭ7：00～ＰＭ8：00 松江ニューアーバンホテル≫

終始一貫～後継者の心得と実践～

18

（一社）倫理研究所 教育業務部研究員 山下 幸平 氏

大田市倫理法人会

益田市倫理法人会

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

テキスト 第25講 自他共尊の生き方

講師

テーマ

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

講師

テーマ

1 823 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

大田市倫理法人会 普及拡大委員長 和田 賢一 氏
8 824
大田市倫理法人会 専任幹事 西原 慎治 氏

富士研報告会

12 532 出雲市倫理法人会 専任幹事 高橋 良治 氏

倫理が救った私の失敗

プロセスの逆行

19 533 松江市中海倫理法人会 幹事 太田 祥貴 氏

ありがとうの創造 ～幹事拝命に感謝～

①浜松北倫理法人会 袴田敦志 氏
26 534
②（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 佐藤福男 氏

①幸せ笑顔
②栞の効用

15 825 島根県倫理法人会 相談役 植田 孝一 氏

22 826 熊本県熊本市倫理法人会 法人レクチャラー 黄檗 賢二 氏 品格を磨く
経営者の集い ≪ＰＭ7：00～8：00
21

日

大田市商工会議所 2F研修室

熊本県熊本市倫理法人会 法人レクチャラー 黄檗 賢二 氏

回

5 531 境港市倫理法人会 会員 南前 ひとみ 氏

≫

親孝行は成功の原点

断捨離®で今日からもっとごきげんに

倫理経営講演会 ≪ＰＭ6：00～8：00

サンパレス益田 ≫

①浜松北倫理法人会 袴田敦志 氏
②（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 佐藤福男 氏

25

①人に恵まれて
②大転換の時代ー岐路に立つー

出雲市倫理法人会

浜田市倫理法人会

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≫

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

出雲市倫理法人会 幹事 原 佑也 氏
6 587
出雲市倫理法人会 委員 大谷 和哉 氏

テーマ
富士高原研修体験報告

日

回

講師

テーマ

7 508 大田市倫理法人会 委員 馬場 亮臣 氏

自分を変える為に

13 588 広島県倫理法人会 女性委員長 山本 祐加 氏

人生が変わる脳の使い方

①（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 髙嶋 民雄 氏
14 509
②福岡県倫理法人会 副幹事長木本 隆洋 氏

20 589 （一社）倫理研究所 法人レクチャラー 濱田 隆 氏

モーニングセミナーは宝の山

21 510 浜田市倫理法人会 監査 津茂谷 昌克 氏

倫理との出会い

27 590 出雲市倫理法人会 専任幹事 高橋 良治 氏

富士高原研修体験報告

28 511 広島県倫理法人会 朝礼委員長 芥川 徹 氏

（未定）

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～ＰＭ8：00 出雲ロイヤルホテル≫
19

（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 濱田 隆 氏

私の運命自招！

倫理経営講演会 ≪ＰＭ6：30～PM8：30
13

①全個皆完の原理と企業経営
②倫理実践がもたらすもの

浜田ニューキャッスルホテル ≫

①（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 髙嶋 民雄 氏
②福岡県倫理法人会 副幹事長 木本 隆洋 氏

①大転換の時代ー岐路に立つー
②苦難は幸福の門～これが良い！喜べ！～

