
日 月 火 水 木 金 土

8/4          　  5                 6                7                 8                  9               10

8/11           12                13              14               15               16               17

8/18           19               20               21               22               23               24

8/25           26               27               28               29               30               31

9/ 1            2                  3                 4                 5                 6                 7

竹橋３b出口

神保町 A9出口小学館

学士
会館

KKR ホテル東京

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

8-9

・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㈱

・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
・㈱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
・㈱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㈱

♦千代田MS

♦千代田MS

♦千代田MS

♦千代田MS

♦千代田MS

◆新入会員
オリエンテーション

日時：8/24( 土 )10:00～11:45 
会場：全国家電会館
文京区湯島 3-6-1  
講師：工藤 直彦法人スーパーバイザー    
進行：新倉 かづこ氏
参加費：500 円　

【告 知】
学士会館が耐震工事の
一時休館で8/22, 29 の
モーニングセミナーは、
KKRホテル東京にて
開催いたします。
(8/15はお盆で休会)
9/5からは学士会館です。

会場：ちよだプラットフォームスクエア
18:30~19:30 講座無料（会員）
第 19講 「決断と直観」
 斉藤和子 氏
終了後懇親会：丸屋

会場：KKRホテル11F丹頂
斉藤 和子氏
「人生は神の演劇～全一統体～」
♦役員会 8:40~10:00

♦千代田 BeerParty
高輪 和彊館
18:30~20:30千代田会員
 参加費 ¥5,000

♦千代田倫理塾
19:00~20:00 参加無料
 テーマ：倫理あれこれ
会場：日本健康機構セミナールーム
日本橋小網町 18-7　3F

◆会長会
京王プラザホテル  8:00~11:00
◆東京都達成祝賀会
11:30~13:30

◆東京都レクチャラー研修
時間、会場未定

お盆のため休会

♦レクリエーション委員会
「靖国神社昇殿参拝」
15:00~

♦朝礼委員会
「活力朝礼甲子園」
牛込箪笥ホール

♦七つの原理研鑽会
最終回

♦倫理経営基礎講座

会場：KKRホテル11F白鳥
石崎 美花葉氏
「親の子になる～令和編～」

全国家電会館　参加費¥500
10:00～11:45 （会員のみ）

◆七つの原理研鑽会
10（最終回）

文京区民ホール 18:00～19:00

山の日 振替休日 お盆迎え火 お盆送り火

会場：KKRホテル11F白鳥
渡邊 あかね氏
「愛と感謝で祈り続ける」

♦港区MS
加藤 洋司 氏
「人生が変わる魔法の瞬間」

♦徳島北MS
加藤 洋司 氏
「人生が変わる魔法の瞬間」

令和2年度新役員
　　　辞令交付式
●活動計画発表
●新役員決意表明

　京王プラザホテル 
　三役研修 14:00~ 
　RH 15:30~
　辞令交付式 17:00~
　懇親会　18:45~20:00

◆東京都辞令交付式

♦千代田倫理塾
テーマ：倫理あれこれ
会場：日本健康機構セミナールーム
日本橋小網町 18-7 3F
19:00~20:00 参加無料（会員）
MSの進め方や、役職者必携や・経営者
MSマニュアルにも出ていない様式の根拠を
理解し学びます。新旧会員問わず千代田
会員は何方もご参加頂けます！



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

第 1306 回
8/

22(木 )
栞第 10 条
第 1307 回
8/

29(木 )
栞第 11 条

第 1309 回
9/

12(木 )
栞第 13 条

講師： 渡邊　あかね 氏 一般社団法人 倫理研究所 法人局 法人レクチャラー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中野区倫理法人会 相談役
                     株式会社 Astana 代表取締役社長 

「愛と感謝で祈り続ける」と題してお話します。

講師： 矢口　完氏　 一般社団法人倫理研究所 法人局 法人レクチャラー
あきる野市倫理法人会 専任幹事
有限会社オートアロウ　代表取締役

　　　　　　　

「ビジョン実現のために」と題してお話します。

講師： 石崎　美花葉 氏　東京都倫理法人会  東京都レクチャラー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上野倫理法人会　会長
   　　　  株式会社 Be コンサルティング 代表取締役社長

「親の子になる～令和編～」と題してお話します。

第 1308 回
9/

 5(木 )
栞第 12 条

【お知らせ】
学士会館の耐震工事に伴い8/1, 8, 22, 29 の
モーニングセミナーは、KKRホテル東京にて
開催いたします。8/15はお盆で休会です。
（※KKRホテルは学士会館より500M）

東京都千代田区神田錦町 3‐21 TEL 03-3233-1511

 

・東西線「竹橋駅」3b出口より徒歩 2分 
・都営地下鉄「神保町駅」A9出口より徒歩 7分 竹橋３b出口

神保町 A9出口小学館

学士
会館

KKR ホテル東京

ちよだプラットフォームスクエア

MS会場

基礎講座会場

【お知らせ】
8/1, 8, 22, 29 のモーニングセミナーは、
地下鉄東西線 竹橋駅直結KKRホテル東京

にて開催いたします。
※8/15はお盆で休会です。

令和 2年度新役員辞令交付式　～活動計画発表・新役員決意表明～
１、「夢はてしなく」斉唱
２、「万人幸福の栞」輪読
３、会長挨拶、活動計画発表
４、辞令交付式＆決意表明

５、連絡事項
６、誓いの言葉
７、朝食会
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千代田区倫理法人会モーニングセミナー

2019.8～9月度講話スケジュール


