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【お知らせ】
一年間にわたって発行させていただいた会報誌は、今月をもって終了いた
します。読んでいただきありがとうございました。
モーニングセミナーや経営者の集いなどに、参加することができない会員の
皆様に向けて、高知市倫理法人会の活動などをお知らせするべく、原稿を
作成してきました。来期は、会員様へのフォローを強化すべく、今年度とは
異なる方法にて、高知市倫理法人会の活動などを報告させていただきたい
と思います。現在、そのためのプロジェクトチームを立ち上げて具体的な方
策を検討しておりますので、楽しみにお待ちください。
ありがとうございました。
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を行うことで事業が発展していくプロセスをお話しされました。さら

に、モーニングセミナーでは聞けないような、大きな成果をあげた社

会貢献活動のお話も聴くことができ、参加者は皆、感銘を受けていま

した。あっという間の 40
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