島根県倫理法人会

日

回

令和元年6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
『人生一回 笑顔一生』
～笑顔がつくる『美・健・心』～

6 978 笑顔の時間 代表 上田 真弓 氏

日

回

講師

テーマ

4 583 Traum（トラウム) 株式会社 代表取締役 福田 幸介 氏

失敗だらけ ～だから今がある～

大田市倫理法人会
13 979
会長 阪本 一美 氏 幹事 木川 裕美 氏

キラキラ輝く女性の生き方を考える

11 584 野上 和宏 氏

未定

20 980 松江市倫理法人会 専任幹事 角田 日南子 氏

人は鏡、万象はわが師

18 585 城西大学 薬学部 特任教授 高塚 人志 氏

好かれやすいリーダー

27 981 （一社）倫理研究所 法人レクチャラー 宮﨑 由美子 氏

出会いは必然

25 586 （一社）倫理研究所 法人レクチャラー 山本 一 氏

信成万事

経営者の集い ≪ＰＭ6：30～ＰＭ7：30 ホテル一畑≫
26

（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 宮﨑 由美子 氏

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～ＰＭ8：00 松江ニューアーバンホテル≫
一日は一生の縮図

24

（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 山本 一 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

講師

テーマ

7 840 （一社）倫理研究所 法人レクチャラー 川村 慶 氏

倫理経営を目指して！

ピンチはチャンス？大ピンチです

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

4 547 島根県倫理法人会 広報委員長 濱崎 健 氏

倫理歴１３年の会社員

14 841 山口県倫理法人会 女性委員長 金田 千明 氏

私が教えてもらった大切なこと

11 548 （一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 井戸垣 昌延 氏

21 842 社会医療法人 仁寿会 事務局長 田中 修 氏

地域包括ケアを考える

18 549 未定

28 843 大田市教育長 船木 三紀夫 氏

学校の今～現状と目指す姿とは～

25 550 （一社）倫理研究所 理事 藤麻 一三 氏

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～8：00
6

日

大田市民会館 2F ≫

（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 川村 慶 氏

回

10

21 （一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 井戸垣 昌延 氏

第２５講 自他共尊の生き方

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

テーマ

12 605 （一社）倫理研究所 法人レクチャラー 松田 勝也 氏

ひとつながり
倫理で学んだあらゆる全てが納得する（解決法）

CSいずも 活力朝礼風景 動画視聴会

26 607 松江市倫理法人会 会長 古志 史彦 氏

足りないところを生かす

日

（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 松田 勝也 氏

ジャガイモ精神（苦難福門）

回

講師

テーマ

6 523 貞金 宗憲 氏

縁

13 524 （一社）倫理研究所 法人アドバイザー 岡田 紀夫 氏

倫理とは

20 525 松江市倫理法人会 会員 中村 幸子 氏

私と「倫理」

27 526 大田市倫理法人会 女性委員長 木川 裕美 氏

今、『ここ』にいること

経営者の集い ≪ＰＭ7：00～ＰＭ8：00 出雲ロイヤルホテル≫
11

ＳＫビル2階 大会議室≫

出雲市倫理法人会

5 604 （一社）倫理研究所 中国・四国方面 副方面長 泉 憲治 氏

19 606

花一輪

倫理経営基礎講座 ≪ＰＭ7：00～8：00

私が精魂ブチ込んで創り続けている
〝フィールドセオリー〝

未定

倫理経営基礎講座 ≪ＰＭ7：00～PM8：00
12

BLISS GARDEN ２階 会議室 ≫

（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 岡田 紀夫 氏

第２５講 自他共尊の生き方

