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熊本市中央会場：ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ
　　　　　　　　熊本市中央区東阿弥陀寺町2番地
熊本市西会場：ニューオータニホテルズ  ザ・ニューホテル熊本　熊本市西区春日1丁目13-1
熊本市南会場：ニューオータニホテルズ  ザ・ニューホテル熊本　熊本市西区春日1丁目13-1
宇城会場：㈲フォーズファクトリー3F　宇城市松橋町曲野417-1

県
南

八代市会場：八代グランドホテル　八代市旭中央通10-1

八代中央会場：セレクトロイヤル八代　八代市本町2-1-5

八代北会場：八代市商工会2階　八代市鏡町内田460-2

木 金 5 土 6

熊本市中央倫理法人会　幹事
㈱ Links　代表

田中 耕一 氏

熊本市中央 県　央
「新年式」
八代中央 県　南 球　磨 県　南

熊本市南 県　央

「『本と末』　～感謝とお蔭様～」
法人レクチャラ―  福岡市多の津倫理法人会  相談役
アッサンブラージュ株式会社
代表取締役 友永 勝三 氏

宇　城 県　央

「今年の決意発表」
会員スピーチ

「万象ひとつながり」
熊本県倫理法人会　会長
㈱基設計  代表取締役 山本　 浩 氏

「上出来！私の人生。父ちゃん、みてる⁈」
法人レクチャラー  鹿児島県倫理法人会
薩摩地区地区長
㈲春きの店  代表 西野 きく子 氏

熊本市西 県　央

八代北

八代北 県　南
「新年挨拶」

八代市市議会議員

橋本 隆一 氏

「明日への気付き」

宇城倫理法人会  会員  ㈲シェイクセブン
髪ンポニー美容室
取締役　会長 大久保 早苗 氏

「夢はきっと叶う ～継承～」

法人アドバイザー 参事

小林 桂子 氏

「愛の一言で人生が変わる」

「新年へむけての決意発表」
ＭＳ参加者

平瀬 裕一 会長他

「倫理と出会って」
人吉市倫理法人会　青年委員長
ナニヌネ・ハート
代表 地下 奈々 氏

「新年へむけての決意発表」
ＭＳ参加者

赤池 哲治 会長他

人吉市 県　南

「思えば遠くへ来たもんだ」
八代市倫理法人会 会員
㈲エコファーム立石
代表取締役 立石 修治 氏

「倫理を通しての心の置きどころ」
福岡県後継者倫理塾 塾長
㈱ポポロン企画
代表取締役 末政 ヒロ子 氏

「フランスで学んできたこと　
   ～料理の修業（行）を通して～」
熊本市中央倫理法人会  専任幹事
㈲タナショウ・ボナペティ
専務取締役・シェフ 橋口 裕次 氏

八代市 県　南 熊本市中央 県　央 八代中央 県　南 球　磨 県　南

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「活力朝礼は繁栄の源」
法人スーパーバイザー
㈱紙資源　代表取締役 大津 正和 氏

荒尾市倫理法人会  専任幹事
月瀬簡易郵便局  局長　齋藤 有史 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

八代市 県　南
「野球から競輪選手の道」

「日々の健康は、お口の健康から」

熊本県倫理法人会　副会長
㈱エコファクトリー
代表取締役社長 村上 尊宣 氏

「明朗愛和と心の経営」

競輪選手

合志 正臣 氏

熊本市中央 県　央

「両親と仕事」
八代中央倫理法人会  朝礼委員長
トヨタカローラ熊本㈱八代店
店長 松永 隆信 氏

八代中央 県　南
「大窮地に陥ってから
 　　私なりの倫理実践」
大分東倫理法人会　相談役
㈲ケンズ
代表取締役 山本 健三 氏

球　磨 県　南

「倫理に出会って」

熊本市倫理法人会　ＭＳ委員長
行政書士
清水ヶ丘法務事務所　松岡 和孝 氏

「家族の中の自分」

熊本市西 県　央

八代北 県　南

水俣芦北 県　南

「学びを実践すれば人生が変わる」
福岡県倫理法人会  後継者倫理塾 副塾長
㈱クボイ
代表取締役会長 久保井 伸治 氏

「人吉・球磨の弥生・古墳時代」
人吉市役所　
歴史文化課　主任 手柴 友美子 氏

「出会い」
人吉市倫理法人会　幹事
㈲人吉ヨコハマタイヤサービス　松木 翔平 氏

人吉市 県　南

八代市 県　南
「成就への道」
法人アドバイザー

宮井 ヱイ子 氏

熊本市中央 県　央
「世界で戦うグローバル女子会」
熊本市託麻倫理法人会  幹事
重光産業株式会社
代表取締役・副会長

重光 悦枝 氏

「火災原因と防災」
八代広域行政事務組合　
八代消防署消防２課　
主幹兼消防２課長 吉川　 学 氏

八代中央 県　南
「苦難・失敗、笑いに変えて」
あさぎり町観光ボランティアガイド

上杉 芳野 氏

球　磨 県　南

宇　城

「新年式」

「継続こそ力なり！」
法人レクチャラー 福岡市倫理法人会相談役
ジェイ・コスモ㈱
代表取締役 大島 修治 氏

「『倫理とわたし』～豊かさって何だろう？～」
球磨倫理法人会　女性委員長
シルクイーンわんねす
代表 田山 るり子 氏
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熊本県倫理法人会 人吉市会場：アンジェリーク平安　人吉市宝来町1340-7

水俣・芦北会場：ホテルサンライト　水俣市桜井町3丁目2-31

球磨会場：多良木町交流会館石倉　球磨郡多良木町大字多良木1542-1

法人レクチャラー
鹿児島県倫理法人会　薩摩地区地区長
㈲春きの店　代表 西野 きく子 氏

1/15㈪

場所：パレア ９階 会議室２  18:00～19:30

● 経営者の集い
　（熊本市南倫理法人会）
　

「栞の解説」DVDの勉強会
栞⑦：『肉体は精神の象徴、　　
　　　 病気は生活の赤信号』

「地域社会における文化会館の役割」
　　　－宇土市民会館の事例ー
宇土市民会館館長 高木 恭二 氏

「夢の叶え方」
熊本市南倫理法人会　会員
ヘアーサロン　ニューヨーカー
代表　　 堀田 浩明 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

火月

「今あなたがあるのは、生きてきた人生（みち）の結果です。」

法人レクチャラ―  福岡市多の津倫理法人会 相談役
アッサンブラージュ株式会社
代表取締役 友永 勝三 氏

1/15㈪

場所：㈲フォーズファクトリー3F　19:00～20:00

● 経営者の集い
　　（宇城倫理法人会）
　「負けない !くじけない !夢をあきらめない !」

福岡県倫理法人会　後継者倫理塾　副塾長
㈱クボイ　代表取締役会長 久保井 伸治 氏

1/16㈫

場所：アンジェリーク平安  18:30～19:30

● 経営者の集い
　 （人吉市倫理法人会）
　「魅力ある企業にするには」

福岡県後継者倫理塾  塾長
㈱ポポロン企画　
代表取締役 末政 ヒロ子 氏

1/17㈬

場所：八代グランドホテル　18:30～19:30

● 経営者の集い
　 （八代市倫理法人会）
　「人を幸せにする経理の法則」

大分東倫理法人会　相談役
㈲ケンズ　代表取締役

山本 健三 氏

1/18㈭

場所：多良木町交流会館 石倉 18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（球磨倫理法人会）
　「専任幹事、会長、地区長を経験させて頂き」

法人レクチャラー　福岡市倫理法人会  相談役
ジェイ・コスモ㈱
代表取締役 大島 修治 氏

1/30㈫

場所：ホテルサンライト　18:30～19:30

● 経営者の集い
　（水俣芦北倫理法人会）
　「出せば入る」
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熊本市南 県　央

「新年式」

宇　城 県　央

熊本市西 県　央

八代北 県　南

水俣芦北 県　央

人吉市 県　南

「新年式・役員スピーチ」
八代市 県　南

2 3

お正月の為 休会

お正月の為 休会

お正月の為 休会

お正月の為 休会

お正月の為 休会

お正月の為 休会

宇城市教育委員会教育長 平岡 和徳 氏

「『凡事徹底』～年中夢求～」

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「レディースDAY火の国の女 vol.2」　
熊本市南倫理法人会 事務長
長迫木材㈲　代表取締役
熊本市南倫理法人会 会員
㈲コンパスポイント　取締役常務
熊本県倫理法人会 女性委員長
カラーデザインスタイル  サンフラワー   代表

高見 睦代 氏
和田 ゆみ 氏
井手 志保 氏


