
日　時 令和４年12月13日（火）19：00～ 場　所 徳島グランヴィリオホテル
参加者限定（未会員） 講 師 （有）オフィスフォーハウト　代表取締役　法人レクチャラー　川上美保氏　テーマ　「集客と普及は違う！」

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821回 テーマ 第753回 テーマ 第608回

氏 氏

テーマ 第1712回 テーマ 第221回 テーマ 第1051回 テーマ 第752回 テーマ 第449回 テーマ 第822回 テーマ 第754回 テーマ 第609回

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1713回 テーマ 第222回 テーマ 第1052回 テーマ 第753回 テーマ 第450回 テーマ 第823回 テーマ 第755回 テーマ 第610回

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1714回 テーマ 第223回 テーマ 第1053回 第754回 テーマ 第451回 テーマ 第824回 テーマ 第756回 テーマ 第611回

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1715回 テーマ 第224回 テーマ 第1054回 テーマ 第755回 テーマ 第452回

氏 氏 氏

講師 講師 講師 講師

氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏

≪ 事業説明会 ≫

教育業務部研究員

尾崎 和憲 吉川 裕美 岡野 尚美 小川 太郎

法人レクチャラー 法人レクチャラー 教育業務部主事 法人アドバイザー

宮内 秀樹

執行役員営業本部長／法人レクチャラー 中国・四国方面　方面長

テキスト第15講
地球倫理の推進

講師 岡田印刷（株）アドバイザー （一社）倫理研究所 法人局

岡田 紀夫 松枝 秀雄

四国アイティサービス（有） 新川企画　代表 講師 （株）イシカワ　代表取締役 講師 （一社）倫理研究所 法人局 （一社）倫理研究所 法人局

22
倫理経営
基礎講座

19:00～
20:0021

倫理経営
基礎講座

19:00～
20:00 15

倫理経営
基礎講座

守る・正す・拡める 苦難福門また苦難
幸せの法則

～自分らしくあるために～
テキスト第13講

物と金銭に対する心得
テキスト第13講

物と金銭に対する心得
テキスト第14講

家庭と事業

19:00～
20:006

倫理経営
基礎講座

19:00～
20:0012 経営者の集い

19:00～
20:00 19 経営者の集い

19:00～
20:00 6 特別NS

19:00～
20:00

松本 忠 瀬尾 竜平 笠井 愛子

取締役会長／名誉法人アドバイザー 副医院長 執行役員

講師 （株）木内商店

年末の為お休み 年末の為お休み 年末の為お休み

講師 （株）松本コンサルタント　 講師 （医）瀬尾歯科医院

30 30
今こそ倫理経営
～活きた実践～

会員スピーチ
麻植倫理法人会に入会してから

約5年。倫理での学びと倫理体験。 朗らかさは万能 会員スピーチ

27 27 28 28 28 29

教育業務部研究員

吉川 裕美 石津 健 石鎚 山太郎 佐藤 由美 岡田 紀夫 青木 正繁 松枝 秀雄

医療法人新心会 講師 （一社）倫理研究所 

法人レクチャラー 代表取締役／法人レクチャラー 東温倫理法人会　専任幹事 事務局 法人アドバイザー 次長

愛媛プロレス　副代表 講師 CAN-japan 講師 岡田印刷（株）アドバイザー 講師

阿南市における地域防災
リーダーの役割について

今を活かす

講師 新川企画　代表 講師 （株）ＴＩＳ＆トータルプランニング 講師

会員スピーチ 倫理を学び、実践して16年 宝の山
私がヤッホ―！霊峰！恋する胸筋！

石鎚山太郎になったわけ 企業経営に気候変動対策を
どうすれば

倫理がみにつくか

吉岡 拓也

20 20 21 21 21 22 23 23

中国・四国方面　方面長 専務取締役

（有）オフィスフォーハウト

尾崎 和憲 山田 茂人 明石 眞和 林 美華 川上 美保 田中 忠徳 宮内 秀樹

執行役員営業本部長／法人レクチャラー 代表取締役 代表 代表 代表取締役／法人レクチャラー 代表取締役社長

講師 （一社）倫理研究所 法人局 講師

反始慎終
倫理を学んで
広がった世界

（有）吉岡商店

家族性、社会性から
読み解く倫理

講師 四国アイティサービス（有） 講師 （株）ワイ・ビー・ケイ工業 講師 かわしま未来塾 講師 徳島製粉（株）

16

講師 aitsu factory 講師

16
見直しから出直し

～正しく学び正しく実践～
犬も歩けばなんとやら 夢あふれる地域活性化 失敗は成長への原動力 ご縁元に感謝

13 13 14 14 14 15

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

宮本 迪 宇都 義浩 小川 太郎 庄野 章夫 福原 佐和 横手 久典 元木 康浩

（株）セイコーハウジング　

代表取締役 代表取締役社長 法人レクチャラー 教育業務部主事 代表取締役

（株）庄の屋 講師 （株）HAIR　STORY 講師 （有）鳳凰機械工業 講師講師 （株）桃李 講師 （株）リバーセイジ・ユーラボ 講師 （株）イシカワ　代表取締役 講師 （一社）倫理研究所 講師

9 9

お店を始めたきっかけ
コロナに負けない免疫力：

初乳サプリと水溶性藍の開発
今を生きる～人が

輝き続ける実践とは～
自己革新の転換点

「運命自招」
～自ら機会を創り出し、

その機会によって自らを変えよ～
逆境を乗り越えて 許されて生きる 倫理と算盤

6 6 7 7 7 8

講師

取締役

青江 文 福池 裕

講師

会員スピーチ12/7会場は
本家松浦酒造場
となっております。

2

日進建設（株）

代表取締役

（有）アン・モデルエージェント

ホテル石松 北島町商工会 会館

死ぬまで健康、死ぬまで勉強、
明るく・楽しく！

1
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 鳴門グランドホテル海月 徳島ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾘｵﾎﾃﾙ

6：00～7：00

火 火 水 水

2

木 金 金

２０２２／１２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

徳島ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾘｵﾎﾃﾙ

金　曜　日
６:００～7：00 6：00～7：00 6：00～7：00

木 曜 日

水

代表取締役

岡野 尚美

人生から見える
”モデル像”


