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水曜
日

WED 石巻市倫理法人会
MS会場 石巻グランドホテル 2F　0225-93-8111

事務局0225-92-5102
平日9:00 ～ 16:00

火曜
日

TUE 仙南倫理法人会
MS会場 ホテル原田　0223-24-2525

事務局0223-23-4591
平日9:30 ～ 12:00

火曜
日

TUE 登米市倫理法人会
MS会場 ホテルニューグランヴィア　0220-22-8711

事務局0220-22-6548
平日10:00 ～ 16:00

火曜
日

TUE 仙台太白倫理法人会
MS会場 茂庭荘　022-245-5141

事務局022-217-0057
平日9:00 ～ 17:30

火曜
日

TUE 仙台青葉倫理法人会
MS会場 江陽グランドホテル　022-267-5111

事務局022-217-0057
平日9:00 ～ 17:30

水曜
日

WED 千賀の浦倫理法人会
MS会場 ホテルグランドパレス塩釜　022-367-3111

事務局022-357-0714
平日8:30 ～ 13:30

水曜
日

WED 気仙沼市倫理法人会
MS会場 ホテル一景閣　0226-22-0602

事務局0226-22-1287
平日9:00 ～ 16:00

水曜
日

WED 仙台泉倫理法人会
MS会場 仙台ヒルズホテル　022-719-8711

事務局022-217-0057
平日9:00 ～ 17:30

水曜
日

WED 仙台若林倫理法人会
MS会場 ホテルメルパルク仙台　022-792-8111

事務局022-217-0057
平日9:00 ～ 17:30

水曜
日

WED さくら倫理法人会
MS会場 ホテル原田inさくら　0224-58-2525

事務局0224-86-5563
平日9:30 ～ 13:00

水曜
日

WED 仙台長町倫理法人会
MS会場 仙台ＰＩＴ　022-393-8818

事務局022-217-0057
平日9:00 ～ 17:30

木曜
日

THU 白石蔵王倫理法人会
MS会場 アクティブリゾーツ宮城蔵王  0224-34-3600

事務局0224-24-3555
平日9:00 ～ 11:00

あさひな倫理法人会木曜
日

THU

MS会場 ベルサンピアみやぎ泉　022-346-2121

事務局022-217-0057
平日9:00 ～ 17:30

金曜
日

FRI 仙台宮城野倫理法人会
MS会場 県事務局セミナールーム　022-222-7910

事務局022-217-0057
平日9:00 ～ 17:30

金曜
日

FRI くりはら倫理法人会
MS会場 伊豆沼交流センター　0228-33-2831

事務局0228-24-7077
平日9:00 ～ 15:00

金曜
日

FRI 仙台はせくら倫理法人会
MS会場  ホテルメルパルク仙台　022-792-8111

事務局022-217-0057
平日9:00 ～ 17:30火曜

日

TUE 仙台広瀬倫理法人会
MS会場 県事務局セミナールーム　022-222-7910

事務局022-217-0057
平日9:00 ～ 17:30
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MS予定表10月
仙台中央倫理法人会 事務局022-217-0057

平日9:00 ～ 17:30火曜
日

TUE

ホテル白萩　022-265-3411MS会場

　　　　　  朝6時～
※仙台中央倫理法人会は朝6時10分～
※仙台東倫理法人会は朝6時15分～

連日開催中！

火曜
日

TUE

MS会場 宮城誠真短期大学 2号棟 0229-23-3220

事務局0229-87-3445
平日13:00 ～ 17:30大崎倫理法人会

木曜
日

THU 仙台東倫理法人会
MS会場 県事務局セミナールーム　022-222-7910

事務局022-217-0057
平日9:00 ～ 17:30
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1 ㈱阿部敬四郎ギャラリー 代表取締役
鈴木米穀株式会社 代表取締役

阿部敬四郎様
鈴木一成様 会員リレースピーチ

8 仙台中央（倫） 副会長
㈱有坂会計 代表取締役 有坂信彦様 倫理の学びが財務を変える

15 ㈱仙台買取館 代表取締役
㈱comme-nt 代表取締役

櫻井鉄矢様
後藤広晴様 会員リレースピーチ

22 仙台広瀬（倫） 相談役
宮内歯科医院 院長 宮内昭穂様

歩み続けて37年   いつの間にか地域一 番！
～ ＣＳ（顧客満足度）そして ＥＳ（従業員満足度）へ ～

29 倫理研究所 理事
㈱芝寿し 取締役会長 梶谷晋弘様

お金に好かれる人、嫌われる人、
どこが違うの？

2 ㈱街づくりまんぼう 次長 大森盛太郎様 トリコローレ音楽祭を通しての
街づくりについて

9 ㈲丸伝運輸 代表取締役 後藤嘉則様 出会いから学ぶ・行動から学ぶ

16 宮城県（倫） 副会長
㈱エム・エフ・ティ　代表取締役 天間惠美子様 職場に心を

23 大崎（倫） 女性委員長
㈱涌谷葬祭センター　取締役社長 田中英子様

大崎の仲間づくり－大崎倫理法人会
女性委員長としての10年間－

30 日本製紙㈱石巻工場 事務部 総務課 課長代理
兼 安全環境管理室 環境管理課 調査役 村上義勝様 ものづくりは、人づくり

2 千賀の浦（倫） 相談役
㈱橘工業 代表取締役 田鎖敬弘様

『皆さん儲かっていますかー』
（希望は心の太陽だ）

9 宮城県（倫） しきなみ短歌会補佐役
シンフォニーケア㈱ 菅澤かおり様 もと ～モーニングセミナーに参加し

つづける訳～

16 宮城県（倫） 会長 扇　　功様 令和2年度 活動方針について

23 はっぴーす！代表 志賀麻美様 病気と頑張る子供達への遊び
の活動はっぴーす！について

30 気仙沼（倫） 副会長 熊谷聖子様 やればやっただけ

2 仙台はせくら（倫） 会長
Green－Room㈱ 代表取締役 野伏龍寛様 倫理経営の実践

9 会員スピーチ

16 気仙沼市（倫） 相談役
㈱アカマ店装 代表取締役 赤間文彌様 不屈の精神

23 DVD研修

30 会員スピーチ

2 あさひな（倫） 事務長
大同生命保険㈱ 仙台支社 佐藤明日香様 すなお

9 ㈱パルサー
代表取締役社長 阿部　章様 事業承継からの新事業づくり

16 仙台宮城野（倫） 専任幹事
ジブラルタ生命保険㈱　ライフプランコンサルタント 立石浩一様 しくじり男、倫理と出会う

23 宮城県（倫） 会長 扇　　功様 令和2年度 活動方針について

30 各委員会リレースピーチ  年次報告会

2 宮城県（倫） 副幹事長
拓建技術㈱ 代表取締役 堀内一春様 倫理は実践

9 宮城県（倫） 監査
㈱パルックス 取締役 小松久昭様 ３年間務めた会長職を振り返って

16 仙台若林（倫） 広報委員長
ビーチテニスクラブ東北　代表 鹿嶋寛英様 地域貢献とビーチテニス

23 元三菱商事執行役員
写真家 小村　亨様 見て見えない振りをするな !!

身の廻りは宝の山 !!

30 仙台若林（倫） 役職者 令和元年度 活動報告
令和２年度 活動計画発表会

6132027

2 気仙沼市（倫） 相談役
㈱あさひ鮨 代表取締役会長 村上力男様 倫理に感謝

9 倫理研究所 名誉研究員 中西　浩様 五配り

16 さくら（倫） 専任幹事
ソニー生命保険㈱ 代表取締役 菅野健徳様

会員スピーチ
経営塾を経験して

23 はせくら（倫） 専任幹事
㈱みずき 代表取締役 千葉政三様 癌が教えてくれた命の使い方

30 宮城県議会議員 髙橋伸二様 県政の課題について

2 写真家 茅原田哲郎様 写真家が世界を旅して思ったこと

9 クオリティアップアローズ㈱
代表取締役 小藤　弓様 第一印象は０秒で決まる？！

16 会員リレースピーチ

23 仙台青葉（倫）　副会長
佐藤わか子事務所 佐藤わか子様 諦めなければ、道は開く！

30 仙台長町（倫） 普及拡大委員長
㈱まるしんシステム 代表取締役 黒田晋平様 倫理のおかげでⅤ字回復

1 ㈱トップテクサービス 営業部長
㈱イノベーションワークス 代表取締役

森下　悟様
後藤慶行様 会員スピーチ　企業体験発表

8 倫理研究所 名誉研究員 宇都進一郎様 世界の常識をめざす倫理法人会

15 マジシャン 大泉雅史様 好きなことを仕事にしていくことの覚悟
～華麗なる転職人生～

22 休　会

29 石巻市（倫） 監査 井上　一様 倫理で学んだこと

1 宮城県（倫） 会長 扇　　功様 令和2年度 活動方針について

8 DVD研修

15 会員スピーチ

22 福島県（倫） 相談役
㈱シー・ティー・シー 三瓶利正様 人が輝いて生きるとき

29 八戸中央青果㈱ 代表取締役
青森県（倫） 普及拡大委員長 横町芳隆様 情熱経営

1 大鹿島道路㈱東北支店
技師長 佐々木一夫様 震災伝承「～2011，3,11 東日本大

震災の教訓を風化させないために～」

8 ハートフルランドジャー
ジー牧場㈱ 代表取締役 佐藤秋広様 創業25周年に思う

15 DVD研修 万人幸福の栞　第12条
「得るは捨つるにあり」

22 休　会

29 宮城県（倫） 会長 扇　　功様 令和2年度 活動方針について

1 仙台太白（倫） 相談役
㈱ミヤツー 代表取締役会長 佐藤　守様 倫理法人会と出会って33年

8 宮城県美田園高等学校
心のケア支援員・就労・自立支援員 石田雅夫様 支援活動について（仮）

15 仙台太白（倫） 役職者 令和元年度 活動報告
令和２年度 活動計画発表会

22 宮城県（倫） 会長 扇　　功様 令和2年度 活動方針について

29 倫理研究所 名誉研究員 田形健一様 偉大なる常識

1
仙台青葉（倫）　会長

専任幹事
事務長

經澤　進様
鈴木　礼様
角張孝則様

三役講話＆
01年度活動報告及び
02年度活動計画発表会

8 法人Ｌ/気仙沼市（倫）会長
㈱マキノ運輸 代表取締役 牧野正久様 妻と歩んだ31年

15 宮城県（倫） 副会長
㈱佐藤酸素 代表取締役 佐藤俊明様 倫理との出会いが人生を変えた

22 NPO法人スポーツ医科学ネットワーク
理事長/栗原中央病院整形外科医長 永元英明様

本気でスポーツをする子供たち
を本気で守るために

29 倫理研究所 名誉研究員 丸本征雄様 100発100中成功の法則

1 CocoEmi仙台
ドリームフィールド認定 コーチ 梅津由紀様

信・認・任（時に忍）は世界
を救う！？

8 宮城県（倫） 会長 扇　　功様 令和2年度 活動方針について

15 千葉県船橋市（倫） 相談役
倉部オフィス・倉部話し方教室 倉部佐和子様

滝口長太郎さん生誕100年によせて
打つ手は無限…希望は心の太陽である

22 休　会

29 倫理研究所 法人局顧問
アシストクルー株式会社 相談役 長嶋　徹様 得るは、捨つるにあり

4 仙台長町（倫） 会長
㈱たびのレシピ 代表取締役 佐藤秀彦様 倫理を基に実践経営

11
㈱大喬興業

KOMACHI労務事務所
㈱スリーエス

鈴木喬史様
宮崎秀一郎様
今野里絵様

会員リレースピーチ

18 会員スピーチ 01年度活動報告及び
02年度活動計画発表会

25 仙台宮城野（倫） 会員
小野寺淳一事務所 小野寺淳一様 あの頃の自分に言いたいこと・

聞きたいこと運命自招

4 （一社）栗原青年会議所
理事長 渡邊　登様 未定

11 宮城県（倫） 副会長
熊谷電機㈱ 代表取締役 熊谷光良様 令和2年度 活動方針について

18 倫理研究所 法人局　普及事業部 
主事 北海道・東北方面 副方面長 内田靖士様 家庭に愛を

25 DVD研修

4 会員スピーチ

11 倫理研究所 法人Ｌ
気仙沼市（倫） 相談役
㈱アカマ店装

赤間分彌様 不屈の精神　至誠一貫

18 倫理研究所 法人局 普及事業部 
次席北海道・東北方面 方面長 松本真志様 朝起きの極意

25 会員スピーチ

3 いきいき生活サポート会
代表 池田　潔様 終活セミナー　～これからの高齢者

支援サービスについて

10 宮城県（倫） 普及拡大副委員長
㈱壱岐産業 代表取締役 長谷川嘉宏様

倫理実践を習慣化する５つの
方法（売上４倍の秘密）

17 倫理研究所 法人SV
㈱綜和　代表取締役 大村秀明様 社風

24 ㈱サムコーポレーション
代表取締役 齊藤正志様 不動産の終活を考える

31 DVD研修 6条  子は親の心を実演する名優である

3 朝礼委員長/サンダイ工業㈲
事務長/合気道神武錬成塾白石教室

佐久間一志様
菅野祐一様 会員スピーチ

10 仙南（倫） 相談役
イシグロコーポレーション　代表取締役 石黒文夫様 出会いに感謝

17 仙台中央（倫） 幹事
オフィス富樫　代表 富樫敦子様 もうひとつの働き方改革～健康経営～

24 倫理研究所 法人AD
㈱SOC 朝倉幹雄様 企業に倫理を家庭に愛を

31 アキラ地雷博物館
ボランティアガイド 川広　肇様

アキラ氏の力を借りて、
日本人に平和を訴える

3 倫理研究所 名誉研究員 井上茂勝様 倫理は人生の案内図

10 大崎（倫） 会員
オフィスKeiki  代表 石山敬貴様 逆境こそ学びの時

17 あさひな倫理法人会 MS委員長
㈱大崎防災 代表取締役社長 千葉雅之様

あさひな倫理法人会設立
実行委員に携わって

24 笹沼整骨鍼灸院㈲長命オリーゼ
大東住宅㈱ 代表取締役

笹沼政實様
高橋一夫様 会員スピーチ

31 宮城県（倫） 会長 扇　　功様 令和2年度 活動方針について


