
場 所 徳島グランヴィリオホテル 日 時　　 １１月１５日（火）　１８：００～２０：００
講 師 （一社）倫理研究所　法人局　中国・四国方面　副方面長 小池伸悟氏

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1707回 テーマ 第216回 テーマ 第1047回 テーマ 第748回 テーマ 第445回 テーマ 第749回 テーマ 第604回

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1708回 テーマ 第217回 テーマ 第1048回 テーマ 第749回 テーマ 第446回 テーマ 第818回 テーマ 第750回 テーマ 第605回

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1709回 テーマ 第218回 テーマ 第1049回 テーマ 第750回 テーマ 第447回 テーマ 第819回 テーマ 第751回 テーマ 第606回

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1710回 テーマ 第219回 テーマ 第820回 テーマ 第752回 テーマ 第607回

氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1711回 テーマ 第220回 テーマ 第1050回 テーマ 第751回 テーマ 第448回

氏 氏 氏 氏 氏

講師 講師 講師 講師

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

代表取締役／法人レクチャラー

中国・四国方面　方面長

２０２２／１１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
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 本家松浦酒造場 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

1 1 2 2 2 3 4 4
帰県して30年。変えてきた

もの、変わらないもの
徳島市政「一般廃棄物

中間処理施設整備について」
私が倫理法人会で
学び続ける理由

反始慎終
創業支援の視点から見た

「経営のキモ」
祝日（文化の日） 万人幸福の栞と私

徳島にもう一つの
Jリーグチームを作る意味

（株）庄の屋 講師 徳島市議会議員 講師 （株）プラザリンク徳島支店　代表 講師 講師 合同会社ひまわりマネジメントサポート 講師 （有）福屋　取締役 講師 （株）Fortua

代表取締役 法人レクチャラー

（一社）倫理研究所 法人局

代表社員 法人レクチャラー 代表取締役

庄野 章夫 加村 祐志 利穗 惠美子 宮内 秀樹 長尾 辰彦 谷内 浩子 須ノ又 諭

8 8 9 9 9 10 11 11

4代目社長からの新規創業
変化を見極めて
新たな挑戦‼

やるときは、
ひとつずつ（2）

海の漂着ゴミについて
現状打破の道

～苦難が出発点だ～
愛和 変わりゆく天体の世界

私が倫理法人会を
続けなければいけない理由

講師 （株）日産サティオ徳島 講師 （株）いろどり 講師 （株）フィディア　代表取締役会長 講師 うずしおクリーンアップ 講師 （株）松本コンサルタント　取締役会長 講師 （有）にしむらスポーツ 講師 阿南市科学センター 講師 Rose Bay Cafe

代表取締役社長 代表取締役社長 法人スーパーバイザー 代表者 名誉法人アドバイザー 天文職員 代表

藤村 泰之 横石 知二 福井 龍介 黒川 剛史 松本 忠 西村 仁志 今村 和義 井坂 朋美

15 15 16 16 16 17 18

講師 （株）猪野晃三朗塗装店 講師

18

会員スピーチ 反始慎終
大切な人との

約束を守ること
朝礼の必要性 和合のかなめ 挑戦の先に見えてきたもの

講師 （一社）倫理研究所 法人局 講師 東邦フイルム（株） 講師 （株）日産サティオ徳島 講師 （株）優樹　代表取締役社長 講師

凡事徹底2022
「小さなことに目を向ける」

万人上達の栞

（株）メディコム　代表取締役

中国・四国方面　方面長 代表取締役社長 代表取締役／法人レクチャラー 中国・四国方面　副方面長 代表取締役社長伊勢 正見氏・泰江 章博氏 法人レクチャラー 埼玉県川口市倫理法人会 会長

（一社）倫理研究所 法人局

宮内 秀樹 三谷 郁彦 猪野 晃三朗 小池 伸悟 藤村 泰之 下野 政城 松田 伸一

22 22 23 23 23 24 25 25

杉本 由起子氏・加藤 千恵子氏

トップを支える家庭力
ONSEN・ガストロノミーツーリズム

における地域振興 祝日（勤労感謝の日） 祝日（勤労感謝の日） 祝日（勤労感謝の日）

講師 （株）サンキ　会長 講師 ANAあきんど（株） 講師 大久保産業（株） 講師 阿南市長

晩年良ければ全てよし
思うことから

すべてが始まる
就任から3年。

その先の未来へ。

法人アドバイザー 徳島支店支店長 取締役会長

大久保 重敏

講師 （株）RT　代表取締役会長

法人レクチャラー

表原 立磨 髙木 義夫

29 29 30 30 30

森脇 慎一 大山 芳香

講師 県議会議員 講師

徳島から未来を変える
～人口減少時代のまちづくり～

相続に関する法改正について
（土地を中心に）

S電力の新規事業立ち上げ

～シェア四国NO.1獲得
営業組織づくり～

徳島をめざし
（明るい未来を鳴門から）

ミッションは
「徳島を元気にする！」

講師 （株）あわえ 講師 弁護士法人リーガルアクシス 講師 （株）Good Practice Partner

代表取締役 徳島事務所代表 代表取締役社長 代表取締役社長

吉田 基晴 鈴木 亜佐美 木村 弘一郎 岡田 理絵 坂田 千代子

8
倫理経営
基礎講座

19:00～
20:00

（株）アニバ出版

経営者の集い21
倫理経営
基礎講座

19:00～
20:00 14

倫理経営
基礎講座

19:00～
20:00

テキスト第10講
「喜働」の実践

テキスト第14講
家庭と事業

テキスト第13講
物と金銭に対する心得

役に徹する 倫理実践

19:00～
20:0015

（株）RT　代表取締役会長

24 経営者の集い
19:00～
20:00経営者の集い

19:00～
20:00 9 経営者の集い

19:00～
20:00 17

西村 仁志 髙木 義夫

凡事徹底2022
「微差、僅差の積み重ねが

大差となる」

（株）サンキ　会長 （一社）倫理研究所 法人局 講師 （株）フィディア　代表取締役会長 講師 （株）猪野晃三朗塗装店

代表取締役／法人レクチャラー 代表取締役／法人レクチャラー

下野 政城

法人アドバイザー 法人レクチャラー

事業承継

講師 （有）にしむらスポーツ （株）優樹　代表取締役社長

講師

　　≪活力朝礼研修≫

法人レクチャラー

森脇 慎一 宮内 秀樹 福井 龍介 猪野 晃三朗

中国・四国方面　方面長 法人スーパーバイザー


