
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を！

 

「
楽しいことがたくさんあるんだよー！
ということを知ってもらいたいですっ。
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方への想い、ご家族に対する愛情など…その人が想うこ
と・その人の人となりに触れることができるのも、倫理
法人会に参加する一番の楽しみになっています。

と思うので、モーニングセミナーだけじゃない倫理法人
会（モーニングセミナー以外にも楽しいことがたくさん
あるんだよー！）ということを知ってもらって、未会員
の方にもスリープ会員の方にも来てもらえる活動を、
庄司普及拡大委員長を中心に盛り上げていきたいと思い
ます。
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cafe chouchou 
高知市帯屋町１－１３－２３

※梶原

講話紹介 

会員グルメ

cafe chouchou 
高知市帯屋町１－１３－２３

※

※梶原さんの

 「夢、実現」

会員グルメ紹介 「カフェ

cafe chouchou カフェシュシュ
高知市帯屋町１－１３－２３

※田中さんのお店
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