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講師（医）瀬尾歯科医院 講師 （株）NDK　
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福井 龍介

講師（有）コアフィールみま 講師 西野建設（株）講師

宮内 秀樹 竹村 茂 山田 茂人 美馬 マサ子
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阿部 和英 三谷 郁彦

（株）ＴＩＳ＆トータルプランニング 講師講師 興和電機（株）取締役社長講師

代表取締役
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前田 範泰
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倫理経営
基礎講座

19:00～
20:00

倫理経営
基礎講座

経営者の集い

興和電機（株）取締役社長 （株）マルセイ　木元漢方食品研究所
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20:00

19:00～
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法人スーパーバイザー 中国・四国方面　方面長 法人レクチャラー

倫理経営
講演会
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（株）大東　法人スーパーバイザー

２０２３／１月度／スケジュール

※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

徳　島　県　倫　理　法　人　会

集合：AM８:３0　スタート：AM9:００～≪ 第７3回チャリティゴルフコンペ　≫
場所：徳島カントリー倶楽部（月の宮コース）
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サンシャイン徳島アネックス 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 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
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会員スピーチ（決意発表） これまでの市政運営について 会員スピーチ（決意発表） 後始末は再建の鍵
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

苦境こそ飛躍するチャンス
～社長の仕事って何ですか？～

北島町のさらなる
発展を目指して

講師 徳島市長 講師 （一社）倫理研究所　法人局 講師 北島町長

中国・四国方面　方面長 代表取締役社長

内藤 佐和子 宮内 秀樹 瀬尾 竜平 久米 智之 古川 保博
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やるときは、ひとつずつ（2） 反始慎終
苦難は天（先祖）からの

メッセージ
あわ倫理法人会
発足にあたって

倫理と共に自己革新し
人間成長に至る

石塚賢司と倫理。
～親の足洗いの実践を通して～

17

どうすれば倫理がみにつくか

（株）フィディア　代表取締役会長 講師 （一社）倫理研究所 法人局 講師 （有）カスターニャ　代表取締役 講師 （株）ワイ・ビー・ケイ工業 講師 岡田印刷（株）アドバイザー

法人スーパーバイザー 中国・四国方面　方面長 法人レクチャラー 代表取締役 取締役 取締役 法人アドバイザー

石塚 賢司 岡田 紀夫
27

徳島商工会議所会頭に就任して 天候不良の為　中止 大切な人との約束
※二代目の心得と倫理実践
※人は鏡、万象はわが師

宝の山 縁に気付く 倫理で学んだ夫婦道

東和工業（株） 講師 東邦フイルム（株） 講師 （株）大東　法人スーパーバイザー 講師 （株）マルセイ 木元漢方食品研究所

代表取締役社長 （株）健将　法人レクチャラー 代表取締役／法人レクチャラー 法人レクチャラー 取締役所長／法人レクチャラー

石津 健 有馬 貴志 木元 聖花

アイムスタイル（株）

学びの実践

代表取締役

テキスト第11講
苦難観の革新

テキスト第14講
家庭と事業

前へ前へ気づいたら前へ
～人生好転への第一歩～

※経営力を磨く
～自己変革に挑む～

※苦難がくれた命の根っこ
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木元 聖花

行雲流水 夢に支えられた私の半世紀

法人レクチャラー

福井 龍介 宮内 秀樹 竹村 茂 有馬 貴志

（株）フィディア　代表取締役会長 講師 （一社）倫理研究所 法人局 講師 （有）カスターニャ　代表取締役

副医院長

（株）健将　法人レクチャラー

浅野 洋一氏・箕浦 將昭氏

浅野 洋一氏・箕浦 將昭氏

取締役所長／法人レクチャラー

講師

経営者の集い 経営者の集い


