島根県倫理法人会

日

H31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

講師

テーマ
被災地から学んだこと
～東日本大震災から8年～「希望は心の太陽である」

7 967 （有）ベレーム ツィンバロン奏者 斉藤 浩 氏
14 968 （一社）倫理研究所 法人アドバイザー 岡田 紀夫 氏

倫理とは

28 969 安来市加納美術館 館長 神 英雄 氏

回

26 574

出会い（縁）・別れ
～岐路に立った時の決断～
「理屈なしにやってみよう！」
「人生全て当りクジ？」

倫理経営講演会 ≪ＰＭ7：00～ＰＭ8：10 くにびきメッセ≫

第22講 働きの原動力

(一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 秋葉 邦男 氏
（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 飯田 宜章 氏

25

「大転換の時代ー岐路に立つー」
「死ぬ事以外は掠り傷」

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≫
回

自らのコミュニケーション力は？

(一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 秋葉 邦男 氏
（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 飯田 宜章 氏

大田市倫理法人会

日

自分を変える為に

19 573 (有)宮本食肉店 専務取締役 藤井 浩太郎 氏

子や孫に何を遺すか

（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 岡田 紀夫 氏

テーマ

5 571 大田市倫理法人会 委員 馬場 亮臣 氏

倫理経営基礎講座 ≪ＰＭ6：30～ＰＭ7：30 ホテル一畑≫
13

講師

12 572 元鳥取大学医学部准教授 高塚 人志 氏

祝日の為 お休み

21

日

講師

テーマ

モーニングセミナー ≪毎週火曜日 AM６：００～AM７：００ SKビル2階 大会議室 ≫
日

回

講師

テーマ

1 827 大田市倫理法人会 委員 左山 篤 氏

キラキラモーニングセミナー

8 828 松江市倫理法人会 幹事 實重 正樹 氏

社員に見切られない会社にしよう

12 536 （一社）倫理研究所 法人レクチャラー 松本 学 氏

人間は変わることができる

15 829 （一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 富田 純弘 氏

朝の目覚めは気づきの第一歩

19 537 松江市中海倫理法人会 専任幹事 下手 将人 氏

幹事となって１年半 今想うこと

22 830 山口市倫理法人会 会長 安元 重実 氏

直感力を鍛えよう

26 538 浜田市倫理法人会 副専任幹事 細川 豪 氏

倫理にふれた今、思うこと

29 831 大田市倫理法人会 幹事 木川 裕美 氏

今「ここ」にいる理由

倫理経営基礎講座 ≪ＰＭ7：00～8：00
14

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～8：00

大田市商工会議所 2F研修室≫

（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 富田 純弘 氏

5 535 （一社）倫理研究所 中国・四国方面 方面長 松本 真志 氏

11

51

講師

6 591 大田市倫理法人会 会長 阪本 一美 氏

浜田市倫理法人会

テーマ

日

回

講師

テーマ

7 512 島根県倫理法人会 監査 古川 雅巳 氏

捨てることで未来が拓ける

本気から生まれるキラキラワールド

14 513 七田教育研究所 七田 厚 氏

気づきから自覚へ

21

20 593 鳥取県倫理法人会 女性委員長 池田 恵子 氏

夫婦対鏡恐るべし

（一社）倫理研究所 法人レクチャラー
28 514
奈良県倫理法人会 朝礼委員長 吉留 一信 氏

27 594 出雲市役員全員

100実践プロローグ

13 592 （一社）倫理研究所 中国・四国方面 方面長 松本 真志 氏

倫理経営基礎講座 ≪ＰＭ7：00～ＰＭ8：00 出雲ロイヤルホテル≫
12

（一社）倫理研究所 中国・四国方面 方面長 松本 真志 氏

心の反映

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≫

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

ＳＫビル2階 大会議室≫

（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 松本 学 氏

第21講 信用、信頼の要

出雲市倫理法人会

日

明日へのイメージ

第24講 信念を培う

子供・孫を輝かせるために
祝日の為 お休み

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～PM8：00
27

（一社）倫理研究所 法人レクチャラー
奈良県倫理法人会 朝礼委員長 吉留 一信 氏

親のおかげ
浜田ニューキャッスルホテル≫
倫理実践

