島根県倫理法人会

日

H31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

講師

テーマ

4 970 浜田市倫理法人会 副専任幹事 細川 豪 氏

日

回

講師

テーマ

娘の存在とこども食堂

2 575 （株）夢企画 代表取締役 川崎 葉子 氏

ここまでは大丈夫

11 971 松江市倫理法人会 幹事 實重 正樹 氏

社員さんに見切られない会社にしよう！

9 576 （有）土江本店 代表取締役社長 関谷 忠之 氏

毎日が挑戦、それが私の人生

（一社）倫理研究所 理事 文化部部長 藤﨑 正剛 氏
18 972
（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 辻塚 さおり 氏

「倫理実践は理屈なしに」
「役立ちの拡充」

16 577 広島県倫理法人会 西部地区 地区長 反田 裕一 氏

生存率2％

25 973 松江市倫理法人会 委員 山口 豊 氏

倫理法人会に入会して 気づいたこと

23 578 元鳥取大学医学部准教授 高塚 人志 氏

自分自身と向き合う

倫理経営講演会 ≪ＰＭ6：00～ＰＭ8：00 くにびきメッセ≫
（一社）倫理研究所 理事 文化部部長 藤﨑 正剛 氏
（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 辻塚 さおり 氏

17

祝日の為 お休み

30

「大転換の時代ー岐路に立つー」
「職親の恩」

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≫
15

広島県倫理法人会 西部地区 地区長 反田 裕一 氏

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

講師

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 ≫

テーマ

5 832 （一社）島根大田青年会議所2019年度理事長 近藤 健一 氏

日

黎明の鐘となれ

苦難福門

回

講師

テーマ

12 833 （一社）倫理研究所 法人レクチャラー 岩藤 朝宜 氏

夫婦対鏡を実践して～家庭編～

2 539 大田市倫理法人会 委員 馬場 亮臣 氏

自分を変える為に

19 834 益田市長 山本 浩章 氏

倫理で学んだこと

9 540 岡山県倫理法人会 会長 田中 里味 氏

根拠のない自信！

26 835 島根県倫理法人会 普及拡大委員長 植田 節雄 氏

得るもの、捨てるもの

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～8：00
11

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 岩藤 朝宜 氏

「夫婦対鏡を実践して」～会社編～

16 541 浜田市倫理法人会 幹事 津茂谷 昌克 氏

倫理との出会い

23 542 （一社）倫理研究所 法人アドバイザー 大谷 公夫 氏

経営と倫理実践

祝日の為 お休み

30

出雲市倫理法人会

倫理経営基礎講座 ≪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≫
日

回

講師

22

19 （一社）倫理研究所 法人アドバイザー 大谷 公夫 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≫

3 595 島根県倫理法人会 モーニングセミナー委員長 渡部 肇 氏 尊己及人～病気から得たこと～
倫理にふれた今、思うこと

17 597 松江市倫理法人会 会員 ツインバロン奏者 斉藤 浩 氏

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」

24 598 （一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 河合 伴治 氏

倫理経営ビフォー・アフター

倫理経営講演会 ≪ＰＭ6：30～ＰＭ8：00 出雲ロイヤルホテル≫
23

（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 河合 伴治 氏
(有)介護ショップもちだ

「大転換の時代 ー岐路に立つー」
「朝礼実演」

第24講 信念を培う

浜田市倫理法人会

テーマ

10 596 浜田市倫理法人会 副専任幹事 細川 豪 氏

ＳＫビル2階 大会議室≫

日

回

講師

テーマ

4 515 島根県倫理法人会 幹事長 渡部 直樹 氏

人がつながり、集まり、拡がる経営

11 516 （一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 福井 龍介 氏

やるときは、ひとつづつ

18 517 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

25 518 浜田農場㈱ 農場長 野村 広祐 氏

未定

倫理経営基礎講座 ≪ＰＭ7：00～PM8：00
10

浜田ニューキャッスルホテル≫

（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 福井 龍介 氏

第24講 信念を培う

