
2023 年 2 月 モーニングセミナー予定表
      岩手県倫理法人会
〒020-0022　岩手県盛岡市大通３－６－１２　開運橋センタービル5-1　電話019-606-1141 ナイトセミナーは各会場によって開始時刻が異なりますのでまずはお電話でお問い合せ下さい。

日 月 火 水 木 金 土

29 30 31 1 2 3 4

【奥州市】ホテルプラザイン水沢 【花巻市】金婚亭 【盛岡市】アートホテル盛岡
花巻市倫理法人会　会員 岩手県倫理法人会　広報委員長

未定 佐々木　剛氏 小川　隆夫氏
「赤信号点灯」ありがとう！

【遠野市】あえりあ遠野 【宮古市】陸中ビル３F 【けせん】まるしちザ・プレイス
花巻市倫理法人会　会長 （一社）倫理研究所 法人局 参事 法人アドバイザー 久慈市準倫理法人会　会長

晴山　正基氏 青木　信博氏 佐藤　仁昭氏
覚悟を持つ 純粋倫理と経営理念 倫理法人会に入会して

【盛岡みなみ】コワーキングスペースオラック 【釜石市】ウィングコマツビル３F 【二戸市】二戸パークホテル
岩手県倫理法人会　相談役 けせん倫理法人会　MS委員会・キャリア委員会担当幹事 一般社団法人倫理研究所　研究員

又川　俊三氏 菅原　実氏 寺嶋　朗圭氏
『人は鏡』～他人の長所が見えてくる～ ご縁が人生を造る 揺るがない経営
【花巻市】 【盛岡市】

倫理経営基礎講座 【宮古市】 【けせん】
経営者の集い　e.t.c.
詳細は各単会事務局まで 【釜石市】 【二戸市】倫理経営基礎講座
お問合せください。 法人局普及事業部　北海道・東北方面　研究員　寺嶋朗圭氏
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【紫波・矢巾】れすとらん文化 【一関市】一印一関青果市場2F 【奥州市】ホテルプラザイン水沢 【花巻市】金婚亭 【盛岡市】アートホテル盛岡
（一社）なないろ未来財団　代表理事 紫波・矢巾倫理法人会　専任幹事 (一社)倫理研究所　法人局　普及事業部 岩手県倫理法人会　幹事長 大曲倫理法人会　副会長

松嶋　大氏 村松　竹美氏 寺嶋　朗圭氏 角田　直樹氏 加藤　正則氏
サードプレイスとしてのおちゃのまの創造 三度目の倫理法人会で分かったこと 揺るがない経営 「人生神劇」その主役は、、 苦難福門

【北上市】ホテルシティプラザ北上 【遠野市】あえりあ遠野 【宮古市】陸中ビル３F 【けせん】まるしちザ・プレイス
(一社）倫理研究所 法人局 法人スーパーバイザー (一社)倫理研究所　法人局　法人スーパーバイザー 盛岡市倫理法人会　幹事

工藤 直彦氏 齊藤　実氏 未定 佐々木　幸人氏
活かしきる すなおに生きる 主役は己自身

【久慈市】久慈グランドホテル 【盛岡みなみ】コワーキングスペースオラック 【釜石市】ウィングコマツビル３F 【二戸市】二戸パークホテル
（一社）久慈青年会議所　直前理事長 北上市倫理法人会　副事務長 岩手県倫理法人会　朝礼委員長 一関市倫理法人会　副専任幹事

大沢　絢一氏 伊藤　正治氏 佐々木　正則氏 鈴木　哲氏
（一社）久慈青年会議所2022年度事業報告 学びと感謝 朝礼で元気になろう！ 本を忘れず、末を乱さず

【紫波・矢巾】 【一関市】 【奥州市】倫理経営基礎講座 【花巻市】 【盛岡市】
（一社）倫理研究所　法人局　普及事業部　寺嶋　朗圭　氏

【北上市】倫理経営基礎講座 【遠野市】倫理経営基礎講座 【宮古市】 【けせん】
（一社）倫理研究所 法人局 法人SV 工藤直彦氏 （一社）倫理研究所法人SV齊藤　実氏

倫理経営基礎講座 【久慈市】 【盛岡みなみ】 【釜石市】 【二戸市】
経営者の集い　e.t.c.
詳細は各単会事務局まで
お問合せください。
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【紫波・矢巾】れすとらん文化 【一関市】一印一関青果市場2F 【奥州市】ホテルプラザイン水沢 【花巻市】金婚亭 【盛岡市】アートホテル盛岡
（一社）倫理法人会　法人スーパーバイザー 岩手県倫理法人会　女性委員長 奥州市倫理法人会　副会長 (一社)倫理研究所 法人局普及事業部 北海道・東北方面長　 帯広市倫理法人会　副会長

佐藤　英夫氏 佐々木　富士子氏 山下　明氏 泉 憲治氏 小關　利彦氏
免疫力を高めよう！ ないものはない！ 未定 本を忘れず 夫婦対鏡で業績アップ

【北上市】ホテルシティプラザ北上 【遠野市】あえりあ遠野 【宮古市】陸中ビル３F 【けせん】まるしちザ・プレイス
岩手県倫理法人会 副事務長 岩手県倫理法人会　キャリア委員長

佐藤 美幸氏 休会 未定 佐々木　勝智氏
親を大切にせぬ子は良い経営者になれない わが身に降りかかる
【久慈市】久慈グランドホテル 【盛岡みなみ】コワーキングスペースオラック 【釜石市】ウィングコマツビル３F 【二戸市】二戸パークホテル

二戸市倫理法人会　幹事 盛岡市倫理法人会　幹事 一社）倫理研究所　法人レクチャラー 久慈市準倫理法人会　事務長

上野　真司氏 佐々木　幸人氏 藤田　秋次氏 岡野　直子氏
『過去と未来を繋げる』～倫理経営塾での気づき～ 主役は己自身 ７０歳からの手習いは倫理 父へのお詫びと感謝

【紫波・矢巾】倫理経営基礎講座 【一関市】 【奥州市】 【花巻市】倫理経営基礎講座 【盛岡市】経営者のつどい
（一社）倫理研究所法人SV　佐藤　英夫氏 (一社)倫理研究所 法人局普及事業部 北海道・東北方面長　泉憲治氏 帯広市倫理法人会　副会長　小關利彦氏

【北上市】 【遠野市】 【宮古市】 【けせん】

倫理経営基礎講座 【久慈市】 【盛岡みなみ】 【釜石市】経営者の集い 【二戸市】
経営者の集い　e.t.c. 一社）倫理研究所　法人レクチャラー　藤田　秋次　氏

詳細は各単会事務局まで
お問合せください。
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【紫波・矢巾】れすとらん文化 【一関市】一印一関青果市場2F 【奥州市】ホテルプラザイン水沢 【花巻市】 【盛岡市】アートホテル盛岡
花巻市倫理法人会　会長 山形県倫理法人会　副会長 紫波・矢巾倫理法人会　会長

晴山　正基氏 高橋進一氏 未定 休会 臼澤　勉氏
覚悟をもつ 倫理は人生を創る 未定

【北上市】ホテルシティプラザ北上 【遠野市】あえりあ遠野 【宮古市】陸中ビル３F 【けせん】まるしちザ・プレイス
盛岡市倫理法人会　会員 出前館　創業者 (一社)倫理研究所　法人局顧問

鈴木 忠美氏 花蜜　幸伸氏 休会 藤麻　一三氏
突然襲う脳梗塞 その時 出前館創業者がお伝えする「一歩踏み出す勇気」 花一輪

【久慈市】久慈グランドホテル 【盛岡みなみ】コワーキングスペースオラック 【釜石市】ウィングコマツビル３F 【二戸市】二戸パークホテル
（一社）倫理研究所　法人アドバイザー 秋田県仙北市倫理法人会　会長 花巻市倫理法人会　専任幹事

大村　秀明氏 佐藤　京子氏 休会 戸田　誠治氏
学びの足場は苦難 私にしかできないことやる 私のターニングポイント

【紫波・矢巾】 【一関市】経営者の集い 【奥州市】 【花巻市】 【盛岡市】
山形県倫理法人会副会長高橋進一氏
【北上市】 【遠野市】　イブニングセミナー 【宮古市】 【けせん】倫理経営基礎講座

出前館　創業者　　花蜜幸伸氏 (一社)倫理研究所法人局顧問　藤麻一三氏

倫理経営基礎講座 【久慈市】倫理経営基礎講座 【盛岡みなみ】経営者の集い 【釜石市】 【二戸市】
経営者の集い　e.t.c. （一社）倫理研究所法人AD大村秀明氏 秋田県仙北市倫理法人会　会長　佐藤京子氏

詳細は各単会事務局まで
お問合せください。
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【紫波・矢巾】れすとらん文化 【一関市】一印一関青果市場2F

岩手県倫理法人会　朝礼副委員長 一般社団法人一関青年会議所　理事長

工藤　晴香氏 坂下　立志氏
人は鏡 未　定

【北上市】ホテルシティプラザ北上

北上市倫理法人会 相談役

佐々木 源悦氏
心に残る今日一日を。

【久慈市】久慈グランドホテル

宮古市倫理法人会　会長

新居　克洋氏
岩手倫理経営塾に入塾して

【紫波・矢巾】 【一関市】 【奥州市】

【北上市】 【遠野市】

倫理経営基礎講座 【久慈市】 【盛岡みなみ】
経営者の集い　e.t.c.
詳細は各単会事務局まで
お問合せください。
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お気軽にお越し下さい。モーニングセミナーはいずれも朝6時スタートです！
聴講は無料ですが朝食代は別途頂戴いたします。

ナイトセミナー


