
日　時 令和４年８月２５日（木）19：00～20：００ 場　所 徳島グランヴィリオホテル
講 師 日渉塗料（株）代表取締役社長　（一社）倫理研究所　法人局　法人アドバイザー 二川正志氏

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1694回 テーマ 第204回 テーマ 第1034回 テーマ 第735回 テーマ 第432回 テーマ 第806回 テーマ 第738回 テーマ 第593回

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1695回 テーマ 第1035回 テーマ 第736回 テーマ 第433回

氏 氏 氏 氏

テーマ 第1696回 テーマ 第205回 テーマ 第1036回 テーマ 第737回 テーマ 第434回 事前撮影した動画上映 第807回 テーマ 第739回 テーマ 第594回

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1697回 テーマ 第206回 テーマ 第1037回 第738回 テーマ 第435回 テーマ 第808回 テーマ 第740回 テーマ 第595回

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1698回 テーマ 第207回 テーマ 第1038回 テーマ 第739回 テーマ 第436回

氏 氏 氏 氏 氏

中国・四国方面　方面長

氏

２０２２／8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

　≪ 純粋倫理勉強会 ≫

６:００～7：00 6：00～7：00 6：00～7：00 6：00～7：00

火 火 水 水 水 木 金 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 徳島グランヴィリオホテル 徳島ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾘｵﾎﾃﾙ ホテル石松 北島町商工会 会館

2 2 3 3 3 4 5 5

隠れた通路を観る インフレ不可避の世界 裸の王様 あゝ人生に涙あり 出足を鋭く、引き足を早く 運命好転　PART２
100年時代を生き抜くと

決めた私の働きかた
希望は心の太陽です

（一社）倫理研究所 法人局 講師 （株）徳島合同証券 講師 （有）八木印刷所 講師 （株）丁井 講師 （一社）倫理研究所 法人局 講師 ふれ愛ハウス 講師 （株）ザップクラップ 講師 （有）福屋

中国・四国方面　副方面長 代表取締役社長 専務取締役 専務取締役 中国・四国方面　方面長 チーフマネージャー 取締役 取締役

小池 伸悟 泊 健一 八木 太郎 丁井 淳吏 宮内 秀樹 戸田 招子 清瀬 由香 谷内 浩子

9 9 10 10 10 11 12 12

倫理実践
コロナウイルス

感染症予防の為　中止

突撃隣のﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ
＠麻植倫理法人会

～太陽のように生きる～
万物に感謝！！

山の恵み　ゆずりあって
柚りっ子

祝日（山の日） お盆の為　お休み お盆の為　お休み

講師 （株）ユタカホーム 講師 Merciful-life（株）代表取締役 講師 （株）由井精良堂 講師 （株）柚りっ子

代表取締役 仙台宮城野倫理法人会　会員 代表取締役 代表取締役

豊田 聖司 東海林 薫 由井 慶治 三澤 澄江

16 16 17 17 17 18 19

講師 阿南測量設計（株） 講師

19

倫理の学び 感謝と受容 許されて生きる できない、自分
旅立った夫と学んだ

「足るを知る」
命ある限り勉強の我が人生

…継続は力なり

講師 Photo Design Farbe 講師 美容室サクランボ 講師 （有）鳳凰機械工業　代表取締役 講師 講師 健康ケアネットワーク 講師

万象我師
～感動・共感・感謝～

令和４年度を振り返って

阿部 憲児氏

代表 代表 法人レクチャラー 代表取締役 代表 代表 北川 寛氏

クーデザインオフィス

礒田 尚樹 松本 英二 横手 久典 古山 忠則 杉本 真理子 清水 玄市 森岡 康司

23 23 24 24 24 25

講師 （有）福屋

26 26

宮田 公夫氏

実践の機会（とき） ナムさんの旅行記2022
旅立った夫から学んだ

「足るを知る」
希望は心の太陽です 亜希子のトリセツ2022

講師 （株）ヴィアラッテ 講師 （有）笠井商店 南無なむ堂 講師 クーデザインオフィス 講師 （有）八木印刷所 講師 育むファーム和

人生は自分の蒔いた
種の花が咲く（運命自招）

裸の王様
食育・農業を

楽しむために。

代表取締役 代表取締役 代表 取締役 阿南営業オフィス オフィス長 専務取締役

杉本 真理子 谷内 浩子 岡本 亜希子 八木 太郎

講師 日渉塗料（株）代表取締役社長

代表 法人アドバイザー

講師 第一生命保険（株）東四国支社

倉内 和哉 二川 正志

30 30 31 31 31

阿部 憲児 笠井 栄作

講師 社会福祉法人靖美福祉会 講師

独りよがりな経営者に
倫理法人会が教えてくれたこと

私が倫理法人会で
学び続ける理由

明楽溌刺～いつも純情に！
心に光を！運命自招～

朗らかに生きる
純粋倫理を探求して

見えてきたこと

講師 （株）PLUS.a 講師 （株）プラザリンク徳島支店　代表 講師 （一社）Manaka

代表取締役 法人レクチャラー 代表理事 理事長 執行役員

（株）木内商店

有田 和重 利穗 惠美子 門出 賀寿誉 葉田 美知子 笠井 愛子

2
倫理経営
基礎講座

19:00～
20:00

テキスト第12講
「倫理経営とは」

講師 （一社）倫理研究所 法人局

講師

宮内 秀樹


