
場 所 徳島グランヴィリオホテル 　　日 時　　６月２４日（金）１８：３０～２０：００
参加企業 （株）松島組・（有）リスクマネージメントツーワン・（株）フクブル・あいあい保育園・徳島オートパーツ（有）　他

徳島市 徳島東 麻植 鳴門市 徳島中央 徳島眉山 阿南市 徳島北
倫理法人会 倫理法人会 倫理法人会 倫理法人会 倫理法人会 倫理法人会 倫理法人会 倫理法人会

テーマ 第1025回 テーマ 第726回 テーマ 第423回 テーマ 第798回 テーマ 第730回 テーマ 第585回

氏 氏 氏 氏

テーマ 第1685回 テーマ 第196回 テーマ 第1026回 テーマ 第727回 テーマ 第424回 テーマ 第799回 テーマ 第731回 テーマ 第586回

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1686回 テーマ 第197回 テーマ 第1027回 テーマ 第728回 テーマ 第425回 テーマ 第800回 テーマ 第732回 テーマ 第587回

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1687回 テーマ 第198回 テーマ 第1028回 第729回 テーマ 第426回 テーマ 第801回 テーマ 第732回 テーマ 第588回

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1689回 テーマ 第199回 テーマ 第1029回 テーマ 第730回 テーマ 第427回 テーマ 第802回

氏 氏 氏 氏 氏 氏

講師 講師 講師 講師

名誉研究員

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

理事長

法人レクチャラー

松本 光司 内海 信一 飯塚 秀夫 尾崎 和憲

取締役／法人レクチャラー 名誉法人アドバイザー 執行役員営業本部長／法人レクチャラー （一社）倫理研究所 監事

小池 伸悟

中国・四国方面　方面長 中国・四国方面　副方面長

経営者としての学び

（一社）倫理研究所 講師 税理士法人久遠　代表社員 （一社）倫理研究所 法人局

新原 隆一 前原 幸夫 岡野 尚美

（一社）倫理研究所 法人局 （株）ビットコミュニケーションズ 講師 共和工業（株）参与 講師 四国アイティサービス（有） 講師 （株）イシカワ　代表取締役

9 経営者の集い
19:00～
20:00

テキスト第6講
純粋倫理の概要

すべてに感謝！ 徳をベースとした会社経営 守る・正す・拡める
テキスト第11講

苦難観の革新
テキスト第10講
「喜働」の実践

22
倫理経営
基礎講座

19:00～
20:00 9

倫理経営
基礎講座

テキスト第13講
物と金銭に対する心得

19:00～
20:0021 経営者の集い

19:00～
20:00 21

倫理経営
基礎講座

19:00～
20:006

倫理経営
基礎講座

19:00～
20:00 13 経営者の集い

19:00～
20:00 7

20周年
記念式典

18:00～
20:00

（株）T&F

久次米 知英子 髙畑 宏比 谷内 浩子 内藤 佐和子 田岡 博憲 久米 智之

事務長 代表取締役会長 取締役 代表取締役代表取締役

講師 （株）NDK

苦境こそ飛躍するチャンス
～社長の仕事って何ですか？～

講師 龍昇経理情報専門学校 講師 （株）ときわ 講師 （有）福屋 講師 徳島市長 講師

今どきの若者たちが
未来を創る

我が社の働き方改革 心即太陽 2年間の振り返りとこれから 夢を現実へ

28 28 29 29 29 30

井澤 義治 新居 篤志 小林 智仁 尾崎 和憲 新原 隆一 前原 幸夫 元木 康浩 宮崎 宏美

（株）セイコーハウジング　代表取締役 講師 （有）宮崎商店

代表取締役 代表 執行役員営業本部長／法人レクチャラー 名誉研究員 （一社）倫理研究所 監事 法人レクチャラー

四国アイティサービス（有） 講師 （一社）倫理研究所 講師 税理士法人久遠　代表社員 講師

倫理と算盤
癌が教えてくれた
明朗、愛和、喜働

講師 （株）いさわ 講師 planning and copy writing niiz 講師 石井町長 講師

徳島経営品質賞
奨励賞受賞について

コピーライターとして、
ラジオについて想うこと

凡事徹底
実践と見直し

～小事が大事を生む～
天候気候と事業の盛衰 鬼手仏心

近 靖彦

21 21 22 22 22 23 24 24

代表取締役 愛知県倫理法人会名古屋南地区長／法人レクチャラー

ＰＲＩＶＡＴＥ　ＳＰＡＣＥ　ＦＡＭＩＧＬＩＡ

横手 久典 内海 信一 村山 順子 八木 太郎 阿部 一樹 横石 知二 住友 正伯

法人レクチャラー 取締役／法人レクチャラー 神戸市倫理法人会　相談役 専務取締役 代表 代表取締役社長

講師 （株）いろどり 講師 （株）JouZo 講師

私が地元で
クラフトビールを造る理由

「本学末学」
活性化する組織運営

（株）ラクネット　代表取締役講師 （有）鳳凰機械工業 代表取締役 講師 （株）ビットコミュニケーションズ 講師 （有）プロシード　会長 講師 （有）八木印刷所 講師

17

許されて生きる
人との出会い（別れ）で

人生が変わる
人生を変えた

10行の手紙（気づき即行）
裸の王様

生まれ変わるなら生きてるうちに！
～中期計画アップデート～

コロナで変化する社会に
どう立ち向かう。

岡野 尚美

14 14 15 15 15 16 17

中国・四国方面　副方面長 法人レクチャラー

松本 光司 渡邊 あかね 飯塚 秀夫 尾田 美和子 古山 忠則 佐伯 雅子 小池 伸悟

（株）イシカワ　代表取締役

中国・四国方面　方面長 法人レクチャラー 名誉法人アドバイザー 代表理事 代表取締役

阿南測量設計（株） 講師 NPO法人徳島こども食堂ネットワーク 講師 （一社）倫理研究所 法人局 講師講師 （一社）倫理研究所 法人局 講師 （株）Astana 代表取締役社長 講師 共和工業（株）参与 講師 （一社）西陣経済研究所 講師

10 10

家庭の力を呼び戻す 愛と感謝で祈り続ける 小さなことに磨きをかける
日本の文化を

「伝える」仕事
倫理と出会って

こども食堂
～つながりを求めて～

小さな名優が映すもの 打つ手は無限

7 7 8 8 8 9

SDGｓ経営支援室　室長 船奥 清佳氏・黒岩 典子氏

住友 正吉 武岡 義博 松本 光司 亀谷 寿長

ファシリテーター 代表取締役 中国・四国方面　方面長

講師 （一社）倫理研究所 法人局講師 四国物産 講師 未来環境エネルギー計画（株） 講師 大杉 まや氏・田村 めぐみ氏講師 （一社）アンガーマネジメント協会

3 3
ムダな怒りをなくし、現代を

よりラクに生きるために　後半
常に挑戦！チャレンジ 役員スピーチ 明朗の心境をつかむ

戦略的SDGｓ経営
実践講座

5人の阿波女

1 1 1 2

金

サンシャイン徳島アネックス 徳島ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾘｵﾎﾃﾙ ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ鴨島 THE NARUTO BASE 徳島ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾘｵﾎﾃﾙ 徳島ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾘｵﾎﾃﾙ ホテル石松 サンシャイン徳島アネックス

6：00～7：00 6：00～7：00 6：00～7：00

火 火 水 水 水 木 金

中野 真由美氏

２０２２／6月度／スケジュール
徳　島　県　倫　理　法　人　会

※夜のイベント案内は、各倫理法人会の最終欄にございます。

火 曜 日 水　曜　日 木 曜 日 金　曜　日

≪  朝礼コンテスト　≫

６:００～7：00


