
　　場 所： 富 士 高 原 研 修 所 　　　　日 時／　　
　　　静岡県御殿場市印野1383-9

徳島市 麻植 鳴門市 あわ 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

テーマ 第1058回 テーマ 第759回 テーマ 第4回 テーマ 第829回 テーマ 第761回 テーマ 第616回

氏 氏 氏

テーマ 第1720回 テーマ 第1059回 テーマ 第760回 テーマ 第5回 テーマ 第830回 テーマ 第762回 テーマ 第617回

氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1721回 テーマ 第1060回 テーマ 第761回 テーマ 第6回 テーマ 第831回 テーマ 第763回 テーマ 第618回

氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1722回 テーマ 第1061回 テーマ 第762回 テーマ 第7回 テーマ 第764回 テーマ 第619回

氏 氏 氏 氏 氏 氏

テーマ 第1723回

氏

講師 講師 講師

氏 氏 氏 氏 氏 氏

法人アドバイザー

テキスト第15講
地球倫理の推進

中田 惠三 松本 一志

倫理経営
基礎講座

19:00～
20:00

リバース（有）代表取締役 講師 ナカタ産業（株）代表取締役 講師

研究員

（有）シーアルシー　代表取締役 （一社）倫理研究所　講師 （株）フィディア　代表取締役会長

小池 伸悟

法人レクチャラー 法人レクチャラー 法人スーパーバイザー 法人スーパーバイザー

二川 正志福井 龍介長棟 信泰

60才、70才働き盛り 商売は利他の帆を張れ
テキスト第14講

家庭と事業
テキスト第15講
地球倫理の推進

16
倫理経営
基礎講座

19:00～
20:00

倫理経営
基礎講座

※講師都合の為　中止

日渉塗料（株）　会長

テキスト第16講
経営の眼目

14
倫理経営
基礎講座

19:00～
20:00 28

倫理経営
基礎講座

19:00～
20:00 9 19:00～

20:001527 経営者の集い
19:00～
20:00 7 経営者の集い

19:00～
20:00

長棟 信泰

法人レクチャラー

28

講師 リバース（有）代表取締役

ポストコロナで生き抜くには

代表取締役 代表取締役

山田 茂人居木 義典 福岡 健 庄野 章夫 吉武 恭介礒田 尚樹

講師 ワコウクリーンサービス(株) 講師 （株）ワイ・ビー・ケイ工業

代表 代表取締役 代表取締役 代表

講師 サステナブルパートナー 講師 （株）フクブル 講師 （株）庄の屋 講師 Photo Design Farbe

24
中小企業だから成功する

SDGｓの活かし方
自分の中の倫理法人会

働きは最上の喜び～人の役に立つって
楽しい。だから学び続ける～ 倫理の学び 祝日（天皇誕生日） 目的の確認

何のために学び、
自らを変えるのか

21 22 22 22 23 24

代表取締役

伊勢 正見 森本 博通 松本 一志 岩根 光隆 二川 正志 石井 孝典

代表取締役社長 代表 法人スーパーバイザー 代表役員 法人アドバイザー

講師 日渉塗料（株）　会長 講師 （株）石井組

苦難に感謝！

講師 阿波証券（株） 講師 地域コンサル助っ人 講師 （有）シーアールシー　代表取締役 講師 宗教法人常楽寺

倫理を学び始めて 障がい者の働く選択肢について カイロスの時を生きる 密教の見方 会員スピーチ 死は生なり

小池 伸悟
14 15 15 15 16 17 17

山田 茂人 中田 惠三 大塩 雄平 野口 登志子 城 伸幸 石津 健

取締役 理事長 代表取締役／法人レクチャラー 研究員

（株）ありがとうサービス　代表取締役 講師 （株）ＴＩＳ＆トータルプランニング 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

講師 （株）ワイ・ビー・ケイ工業 講師 ナカタ産業（株）代表取締役 講師 アイズ情報（有） 講師 一般社団法人白鳥の森 講師

10

捨てる生活
何のために学び、
自らを変えるのか

倫理は商売繁盛の
基本を教えてくれた

倫理を学んで DV被害者支援の現場から
倫理は人生のナビゲーション

～即行即止編～
宝の山

戸田 順也

7 8 8 8 9 10

藤森 圭二 礒田 尚樹 元木 康浩 宮内 秀樹 坂田 千代子

講師 戸田コンサルティングLLP

一生大吉　代表 代表 代表取締役／法人レクチャラー 研究員 代表取締役 代表コンサルタント

講師 （株）セイコーハウジング 講師 （一社）倫理研究所 講師 (株)アニバ出版

経営者と法律～初歩の初歩～

1

講師 （有）ソルヴ　Louis Kokufu Base 講師 Photo Design Farbe

病をクリアして地域支援活動 倫理の学び 倫理と算盤 出足は鋭く、引き足は早く　 その時、この言葉が効いた！

1 1 2 3

金

北島町商工会 会館

3
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

6：00～7：00 6：00～7：00

火 水 水 水 木 金

６:００～7：00 6：00～7：00

２０２３／２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

　≪ 経 営 者 倫 理 セ ミ ナ ー ≫ 　　　スタート：PM２:00～
日程：２月１７日（金）～２月１９日（日）


