島根県倫理法人会

日

令和元年5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
祝日の為 お休み

2

日

回

講師

テーマ

7 579 元鳥取大学医学部准教授 高塚 人志 氏

私が大切にしていること

9 974 城谷山 極楽寺 住職 福間 信隆 氏

いろいろな出会いの中で

14 580 倉吉市倫理法人会 会長 松井 せき子 氏

やってみたら、意外とハマる活力朝礼

16 975 安来市加納美術館 館長 神 英雄 氏

『万葉集』と新元号「令和」

21 581 広島県倫理法人会 会長 黒川 義之 氏

豪雨災害からの学び

23 976 広ステーションホテル 代表取締役社長 佐々木 一幸 氏

調和を学ぶ黙示伝授

28 582 ゆめのたね放送局 共同代表 講演家 岡田 尚起 氏

応援する舞台を持つことの大切さ

30 977 愛媛県倫理法人会 副会長 藤田 修生 氏

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～ＰＭ8：00 松江ニューアーバンホテル≫

倫理との出合い

経営者の集い ≪ＰＭ6：30～ＰＭ7：30 ホテル一畑≫
29

20

広島県倫理法人会 会長 黒川 義之 氏

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～ＰＭ8：00 松江ニューアーバンホテル≫

人生67年 結婚式場 経営

愛媛県倫理法人会 副会長 藤田 修生 氏

大田市倫理法人会

27

回

講師

益田市倫理法人会
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
祝日の為 お休み

3

「また、会いたい。」と
言われる人の立ち振る舞い仕草行動

ゆめのたね放送局 共同代表 講演家 岡田 尚起 氏

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

経営危機そして豪雨災害

日

回

講師

テーマ

10 836 （一社）倫理研究所 中国・四国方面長 松本 真志 氏

明日へイメージ

17 837 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

14 544 出雲市倫理法人会 会長 日下 眞二 氏

倫理実践で変わったこと

24 838 （一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 戸田 栄造 氏

苦難福門

21 545 （一社）倫理研究所 法人レクチャラー 松永 秀夫 氏

活力朝礼でひと儲け！

31 839 出雲市倫理法人会 委員 川光 秀昭 氏

人工知能と純粋倫理

28 546 島根県倫理法人会 研修委員長 伊藤 肇 氏

倫理経営講演会 ≪ＰＭ6：30～8：00

日
1

大田市商工会議所 ≫

（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 戸田 栄造 氏
（社福）敬愛福祉会 デイサービスやすらきの里別府

23

7 543 益田市倫理法人会 会長 田原 裕司 氏

益田市倫理法人会会長として

倫理実践で幸感の日々

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～8：00

「大転換の時代ー岐路に立つー」
「朝礼実演」

20

52

ＳＫビル2階 大会議室≫
私が倫理法人会で学び続ける理由

（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 松永 秀夫 氏

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≫

回

講師
出雲市倫理法人会役員

8 599 （有）二協社スポーツ 代表取締役 伊藤 堅志 氏
15 600 岡山県倫理法人会 会長 田中 里味 氏

テーマ
「令和」スタート 特別モーニングセミナー
三代目の覚悟

日

回

講師

テーマ
祝日の為 お休み

2
9 519 出雲市倫理法人会 幹事 原 佑也 氏

わたしと倫理

根拠のない自信！

16 520 浜田市倫理法人会 会員

１００日実践 会員リレースピーチ

22 601 青龍山 覚専寺 住職 佐々木 俊教 氏

心豊かに生きる

23 521 法人レクチャラー 山口県倫理法人会 監査 澤田 誠 氏

夫婦って？

29 602 島根県倫理法人会 女性委員長 吉川 裕美 氏

富士教育センターでの研修（通称 富士研）報告

30 522

意志あるところに道は開ける

広島西倫理法人会 会員 清水 のぶよ 氏
経営者の集い ≪ＰＭ7：00～PM8：00

22

浜田ニューキャッスルホテル ≫

法人レクチャラー 山口県倫理法人会 監査 澤田 誠 氏

倫理がくれたもの

