
♦足立区MS
坂本玖実子氏
「人生は信念の
  強さで決まる！」

            ♦文京区MS
 濵田和洋氏
「それでも一日も
  一分も曇らせては
  ならない」

              ♦東村山市MS
                  浅田佳博氏
「経営に不可欠な気づき
  の宝庫 ～ 経営者MS」
♦倫理経営基礎講座
18:30~19:30 講座無料
『物と金銭に対する心得』
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東京都千代田区倫理法人会
http://www.rinri-chiyoda.com

朝食会　AM7:30～8:15
朝食代　¥500
※朝食無のご参加可

経営者モーニングセミナー
毎週木曜日 AM6:30～8:15
学士会館にて開催

開催場所：学士会館　〒101-8459   東京都千代田区神田錦町 3-28    TEL 03-3292-5936 （代表）
都事務局：〒101-0047  東京都千代田区内神田 2-7-10 神田松楠ビル６階    TEL 03-5244-4197

12-1

♦東京都
　　レクリエーション委員会
「平成最後の
今上天皇誕生日」
場所：二重橋前より

・システムユナイテッド㈲
・㈱王将フードサービス
・㈱栃木屋
・㈱稲進 ラミネートパウチ
・Nagare Insurance 
・(一社)日本健康機構「腰痛アカデミー」
・永山コンピューターサービス㈱ 東京支社
・(医)瑞穂会 川越リハビリテーション病院
・林家ぼたん (一社)落語協会会員 真打
・サンテクノ㈱
・㈱東京文久堂

・鉄建建設㈱
・㈱ミカミ
・㈱ホッタ
・アールビバン㈱
・GBコンサルタンツ
・トータルアドバイザー千葉(合同)
・ホッタ販売㈱
・㈱ライフ設計事務所
・ネットバリュー㈱
・あらかわ歯科医院
・㈱草土舎

・㈱日本工業社
・メリックス㈱
・築地玉寿司
・㈱アイエスディ
・㈲ナムグローバル
・㈱BPカンパニー
・㈱モン・キャドー
・㈱パパマハロ
・㈱クラスモア
・㈱カンム
・㈱MTA

・(税)日本パートナー会計事務所
・ヘアステージ エル、
   ヘアステージインパークス
・㈱ギャランティーホールディングス
・オメガクリエイティブデザイン㈱
・ニアビーリアルエステート㈱
・㈱トランス・ニュー・テクノロジー
・アジア・エコツアー・ネットワーク㈱
・ビンテージアジア経営者クラブ㈱
・宮治通信工業㈱

高木 聡氏
「中今を生きる」

♦千代田MS

※年内最終日

♦七つの原理研鑽会全 10回開催（3回目）
H31 年度中部ブロック

日時：12/26 10:00～11:30   会場：タワーホール船堀   参加費：500 円
講師：工藤直彦法人スーパーバイザー進行：新倉かづこ氏

- 純粋倫理 -

『純粋倫理の樹木』のイメージ図を見た方は多いと思いますが、
その根っこに当たる七つの原理について根本からの学びを得られます。
掘り下げて根本を学べる、毎月一回の貴重な機会となります。

♦第 2回 純粋倫理学習会」
工藤直彦法人スー パバイザによる栞の学習です。

日時：平成 31 年 1月 8日火曜日 
              18:00 ~ 21:00 ( 受付開始 17:30)
場所：文京区民センター 2A 会議室
対象者：倫理法人会会員
お問い合わせ先：東京都倫理法人会事務局
                                    TEL : 03-5244 4197

新年式
理事長「年頭の挨拶」
朗読・参加者の
年初決意発表

♦千代田MS

荒井久満氏
「人に好かれる習慣」

♦千代田MS

  新年祈誓墓参式
6:30 学士会館集合

♦千代田

♦東京都 研修委員会
「第 2回 純粋倫理学習会」
時間：18:00 - 21:00
場所：文京区民センター

1月

林家 ぼたん氏
「真面目に実践～真面目
 しか取り柄がないと進路
 指導で言われた女子が
 落語家になった噺～」

     ♦千代田MS ♦七つの原理研鑽会

会場：タワーホール船堀
10:00～11:30
講師：工藤直彦氏
参加費：500 円



学士会館 千代田区神田錦町
地下鉄神保町Ａ 出口徒歩 分
地下鉄竹橋駅 ｂ出口徒歩 分

本日はお越し下さり有難うございました。来週も皆様のご来場をお待ちしております。
千代田区倫理法人会 会長　加藤洋司

会員一同

千代田区倫理法人会モーニングセミナー

2019.1~2月度講話スケジュール

 

第 1278 回
1/

栞第 16 条
（木）17

講師：荒井 久満 氏  一社 ) 倫理研究所 法人局 法人スーパーバイザー
    (株)まるや 代表取締役、荒井産業(株)代表取締役

「人に好かれる習慣」についてお話します。

第 1279 回
1/

栞第 17 条
（木）24

講師：林家 ぼたん 氏 千代田区倫理法人会 幹事
    一般社団法人 落語協会会員 落語家

「真面目に実践～真面目しか取り柄がないと
  進路指導で言われた女子が落語家になった噺～」
についてお話します。

栞第 15 条

第 1277 回
1/

（木）

理事長「年頭の挨拶」朗読 / 参加者の年初決意発表
 1. 国歌「君が代」斉唱
2. 「万人幸福の栞」輪読
3. 会長挨拶
4. 理事長「年頭挨拶」朗読

新年式10
5. 倫理法人会の歌「夢はてしなく」斉唱
6. 参加者の年初決意発表
7. 連絡事項
8. 誓いの言葉
9. 朝食会（7：30 ～ 8：15）

栞第  1 条

第 1280 回
1/

（木）31
講師：丸山 哲司 氏  東京都倫理法人会 会長
    エステックサービス (株 ) 代表取締役会長

「終始一貫」についてお話します。

会員インフォメーション
会員特典：倫理研究所の倫理指導について
本部派遣の研究員、法人スーパーバイザー、法人アドバイザー、倫理経営インストラクター
は、倫理指導有資格者です。事前に出張者と打ち合わせの上、倫理指導を受けることがで
きます。ご希望者はお早めに加藤会長までお問い合わせください。
倫理研究所本部（電話：03-3264-2251）でも受け付けています。
指導日時：平日 9 時～ 17 時、土曜日 9 時半～、11 時～、13 時～
指導場所：倫理研究所 ( 千代田区紀尾井町 4-5)

富士高原研修所「各種企業セミナー」
【企業倫理セミナー】経営者には、真の経営道を、新入社員には、プロとしての基本動作か
ら、とキャリアや立場に応じた実践的なカリキュラムが組まれています。経営者倫理セミ
ナー、幹部・一般社員倫理セミナー、新入社員倫理セミナーなど
※詳しくは、富士高原研修所企業セミナー受講案内をご覧ください。

第 1281 回
2/

（木） 7
栞第  2 条

講師：川又 寿久 氏  ( 一社 ) 倫理研究所 法人局 普及事業部
    主席 首都圏方面 方面長

「倫理経営の肝心カナメ」についてお話します。


