
成人の日

元日

2018年１月度 モーニングセミナー・行事カレンダー 県
央

熊本市会場：水前寺共済会館グレーシア　熊本市中央区水前寺1-33-18

熊本北会場：熊本機能病院地域交流館　熊本市北区山室6-8-1

熊本市託麻会場：神園山荘　熊本市東区神園1丁目10-41

山鹿市会場：富士ホテル　山鹿市昭和町506

玉名会場：玉名高等職業訓練校　玉名市玉名2079

荒尾市会場：ホテルヴェルデ　荒尾市本井手1558

県
北
東

熊本東会場：阿蘇熊本空港ホテルエミナース 上益城郡益城町田原2071-1

阿蘇会場：阿蘇の司ビラパークホテル　阿蘇市黒川1230

菊池合志会場：コッコファームたまご庵　菊池市森北1077

金 5 土 6
熊本市託麻 県　央

山田 鮎美 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東
「人は何から学ぶか」
法人アドバイザー
㈱岩永組　代表取締役会長

熊本市 県　央

「勇気凛々」
大牟田市倫理法人会　専任幹事
凛　代表

荒尾市 県北東

「家庭の中での倫理」
玉名倫理法人会　ＭＳ副委員長
ジブラルタ生命保険㈱ 髙木 将希 氏

山鹿市 県北東

「私と仕事と地域について」
フィード㈱　代表取締役
（一社）山鹿青年会議所　直前理事長

牛嶋 　浩 氏

「愛の一言で人生が変わる」
参事　法人アドバイザー

小林 桂子 氏

「私と倫理」
玉名倫理法人会　研修委員長
プルデンシャル生命保険㈱
熊本支社 嶋村 祐輔 氏

「倫理と出逢って」
八代市倫理法人会　副会長
コンフォートガーデン　代表 大石 雄一 氏

阿　蘇 県北東

「年頭式」
阿　蘇 県北東

「夫婦愛和」
熊本北倫理法人会　会長
佐多石油㈱　代表取締役 佐多 修一 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「事業に倫理を活かして今がある」
法人レクチャラー
大分県倫理法人会　別府地区長
株式会社　サークル・ワン
代表取締役 一丸 敏雄 氏

玉名倫理法人会　会長
マックスジェイティ㈱
代表取締役

玉名倫理法人会　専任幹事
㈱でんきのサントップ　
代表取締役

城戸 雄生 氏

石原 政孝 氏

「スペシャルオリンピックスがめざすもの」
フラワーデザイン
欧風花インスティチュート熊本
主宰 中村 勝子 氏

「家庭の中での倫理」
玉名倫理法人会　ＭＳ副委員長
ジブラルタ生命保険株式会社 髙木 将希 氏

「新年の抱負」

玉　名 県北東

菊池合志 県北東
「倫理で学び社会に奉仕」
熊本市 県　央 山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「私の人生」
熊本市中央倫理法人会
森からし蓮根㈲
代表取締役会長 森　 裕子 氏

「17ヶ条に学ぶ脳トレーニング」
法人レクチャラー 沖縄県倫理法人会 後継者倫理塾 塾長
㈲スキップヒューマンワーク
代表取締役社長　 喜納 康光 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「担雪埋井」
法人スーパーバイザー  熊本県倫理法人会  相談役
㈱インフォミックス
代表取締役 宍倉　 渉 氏

「疾病信号」
八代市倫理法人会　相談役
ナイスガードヨシミ　代表 吉見 元親 氏

「決意発表」
熊本市託麻倫理法人会
役員一同

「倫理経営の特徴」
倫理経営インストラクター  法人スーパーバイザー
福岡県倫理法人会　相談役
野中産業㈱ 野中 真一郎 氏

熊本市託麻 県　央

「会員スピーチ」

「2018新年の抱負 ー倫理法人会夢実現への道ー」
熊本東倫理法人会　会長
行政書士山本孝二事務所 山本 孝二 氏

「親の教え」
法人レクチャラー　福岡県豊前市　監査
㈲若本屋　取締役 若本 泰弘 氏

「倫理の実践と普及活動」
玉名倫理法人会　専任幹事
㈱でんきのサントップ
代表取締役 石原 政孝 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

田窪 哲司 氏

熊本市 県　央

「運命自招」
福岡市倫理法人会　研修副委員長
㈱グッド・デザイン
代表取締役

「私の倫理実践と感謝は最強の気力」
熊本県倫理法人会　普及拡大委員長
㈱アバンセ　代表取締役

小林　 緑 氏

「実践すると景色が変わる」
八代市倫理法人会　女性委員長
Healing Salon Dreamy　代表

品川 昌弘 氏

荒尾市 県北東

山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 玉　名 県北東

菊池合志 県北東 熊本市 県　央

「倫理と出会って」
熊本市南倫理法人会　普及拡大副委員長
三井住友海上火災保障㈱
熊本支店 熊本第二支社 戸田 一誠 氏

荒尾市 県北東

日
12/31

11 12 139 108

「実践力」
法人局
普及事業部九州・沖縄方面
方面長 森本　 宏 氏

「知っておきたい歯周病のこと」
林歯科医院　院長

林　 康博 氏

「倫理で出会った人」
熊本北倫理法人会
相談役 岡崎 源次 氏

岩永 研一 氏

嶌本 真人 氏

法人レクチャラー　沖縄県倫理法人会
南部・先島地区　地区長
㈲ナハジムキ　代表取締役

「一貫の倫理」
法人局　普及事業部
九州・沖縄方面担当　研究員

荒尾市 県北東

富山　 剛 氏

7

18 19 2016 171514

26 2723 24 25

「すなおな“はい”」
荒尾市倫理法人会　副研修委員長
SAMAR　代表 菊池 順子 氏

「マイナスは必ずプラスになる」
NPO法人 ボランティア仲間
九州ラーメン党　理事長 濱田 龍郎 氏

山鹿市 県北東

31

2221

302928

熊本県倫理法人会

水 木月 火

元日の為、休会 お正月の為 休会

祝日の為 休会

4
菊池合志 県北東 熊本市 県　央

「新年に向けての役員決意発表」
荒尾市倫理法人会
役員

荒尾市 県北東

「会員スピーチ」
会　員

山鹿市 県北東
「熱血会員スピーチ ～今年の目標、抱負」
参加者

熊本北 県　央

2 31/1

法人レクチャラー　大分県倫理法人会　別府地区長
株式会社サークル・ワン　代表取締役 一丸 敏雄 氏

1/12㈮

場所：玉名高等職業訓練校　18:30～20:00

● 経営者の集い（玉名倫理法人会）
「親につながる起業」

法人レクチャラー  沖縄県倫理法人会 南部・先島地区 地区長
㈲ナハジムキ　代表取締役 富山　 剛 氏

1/15㈪

場所：水前寺共済会館グレーシア　18:30～19:30

● 経営者の集い（熊本市倫理法人会）
「倫理法人会との出会い」

法人レクチャラー　福岡県豊前市　監査
㈲若本屋　取締役 若本 泰弘 氏

1/18㈭

場所：阿蘇熊本空港ホテルエミナース　18:30～19:30

● 経営者の集い（熊本東倫理法人会）
「家族の絆」

法人レクチャラー　沖縄県倫理法人会  後継者者倫理塾  塾長
㈲スキップヒューマンワーク  代表取締役社長 喜納 康光 氏

1/24㈬

場所：くまもと県民交流館パレア会議室２　18:30～19:30

● 経営者の集い（熊本北倫理法人会）
「右脳・左脳・倫理脳」


