
法人スーパーバイザー
鳥取県倫理法人会　相談役
井戸垣産業㈱　代表取締役社長

2/19㈪

場所：熊本県民交流館10Ｆ パレアホール　18:30～20:10

● 倫理講演会（熊本市南倫理法人会）
　「大転換の時代～つねに活路あり～」

井戸垣 昌延 氏

法人レクチャラー
別府市倫理法人会　会長
㈲プレインウッドコーポレーション

2/13㈫

場所：別所 琴平神社　18:30～19:30

● 経営者の集い
 　（熊本市西倫理法人会）

渡邊 紀弘 氏
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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 2 土 3

元ＲＫＫアナウンサー
清原 憲一 氏

熊本市中央 県　央
「笑いの種の育て方」
八代中央 県　南 球　磨 県　南

熊本市南 県　央

「あるものを活かし、つないで地域再生」
NPO法人  二見わっしょいファーム
理事兼事務局長 柿本 光明 氏

宇　城 県　央

「すなおな「はい」」「我社がヴィジョンを持つ理由」
㈱ TASART
代表取締役 田﨑 新二 氏

「音楽の力」
熊本音楽復興支援100人委員会
共同代表 坂本 一生 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南
「ボランティア活動」

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

「仕事と両親」

八代市倫理法人会　副会長・ＭＳ委員長
コンフォートガーデン
代表 大石 雄一 氏

「倫理と出逢って」

荒尾倫理法人会　専任幹事
月瀬郵便局 齋藤 有史 氏

「倫理に出会って」

「倫理の実践と普及活動」

「人間力の差」
倫理経営インストラクター
熊本県倫理法人会　副会長
㈲球磨緑地　代表取締役

久保山 文生 氏

「倫理を学んで」
八代市倫理法人会　朝礼委員長
栄幸㈱
代表取締役 川﨑 祐一朗 氏

人吉市 県　南

「独立24年を振り返って、
 そしてほんの少しの働き方改革へ」
八代北倫理法人会 副会長
㈲コダナス企画
代表取締役 斉藤 良二 氏

「倫理を学んで」
八代市倫理法人会　朝礼委員長
栄幸㈱
代表取締役 川﨑 祐一朗 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

「運命と使命」
日本青年会議所
熊本ブロック会長 松枝 伸行 氏

「純情（すなお）な倫理経営の実践」
法人スーパーバイザー
沖縄県倫理法人会  会長
㈲神谷産業　代表取締役神谷 善高 氏

「喜んで働く社会づくり」
法人スーパーバイザー  鳥取県倫理法人会  相談役
井戸垣産業㈱
代表取締社長 井戸垣 昌延 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「私の失敗談」
法人レクチャラー  別府市倫理法人会  会長
㈲プレインウッド
コーポレーション 　渡邊 紀弘 氏

熊本市西倫理法人会　事務長
㈱Ｂ-produce
代表取締役 　島村 鉄兵 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
「自らを知る」

「きよさんのアナウンサー人生
  四方山話＝出会いの人に育まれ」

九州・沖縄方面担当研究員

嶌本 真人 氏

「一貫の倫理」

熊本市中央倫理法人会　副会長
かどおか歯科医院
院長 角岡 秀昭 氏

熊本市中央 県　央

「皆で目指そうＭＳレベルアップ」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　ＭＳ委員長
㈱トライスター　代表取締役

小林 宗義 氏

宇城倫理法人会　副会長
㈱うきうき森田農場
代表取締役 森田 良光 氏

社会福祉法人  八代愛育会
「八代学園」　生活支援員

Mr. ハッキ－（吐合　繁 氏)

八代中央 県　南 球　磨 県　南

「心ひとつ」

熊本市西倫理法人会　相談役
西田硝子㈱　会長 　西田 紀雄 氏

「倫理を学んで140歳！」

熊本市西 県　央

八代北 県　南

水俣芦北 県　南

「笑いが尽生を変える」
大分県倫理法人会　事務長
㈲尾林　代表取締役 尾林 大生 氏

「私」
人吉市倫理法人会　幹事
プログレス　代表　 中尾 崇俊 氏

人吉市 県　南

八代市 県　南
「元気があればなんでも出来る！」
　　　　　　　～運命自招～
熊本市託麻倫理法人会　専任幹事
㈲アルファーシステムサービス

伊波 啓太 氏

熊本市中央 県　央
「倫理と私」
八代北倫理法人会　専任幹事
Next Stage　代表 伊藤 慶輔 氏

「富士研での気づき」
法人レクチャラー
大分県倫理法人会　ＭＳ副委員長
㈲サクセス・クリーンサービス
代表取締役 宮瀬 知洋 氏

八代中央 県　南
「僕が今、倫理をやる理由」
熊本市南倫理法人会　普及拡大委員長
マツダトータルソリューションズ㈱
専務 北里 隆明 氏

「一貫の倫理」
普及事業部
九州・沖縄方面  担当研究員

嶌本 真人 氏

球　磨 県　南

「一所懸命・医食農」

「富士研に参加して」
水俣芦北倫理法人会　広報委員長
すこやか企画  代表 森下 國博 氏

「引き継ぐ」
法人スーパーバイザー
税理士法人プロスパー加藤 公利 氏

「富士研に参加して」
水俣芦北倫理法人会　普及拡大委員長
㈱安心ほけん L.S.
代表取締役 谷口　 充 氏

菊池合志倫理法人会  専任幹事
ペンションシャレ―菊池菊池 仁美 氏

㈱エコスマイル
代表取締役 加藤 年哉 氏

荒尾市倫理法人会　会員
SAMAR　代表 菊池 順子 氏

玉名倫理法人会　専任幹事
㈱でんきのサントップ 石原 政孝 氏

宇城倫理法人会　副会長
㈱うきうき森田農場　
代表取締役 森田 良光 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

「先人たちの智恵を未来の子供たちにつなぐ」
熊本市中央倫理法人会  普及拡大委員長
㈱サポート
専務取締役　　　 梅田 竜嗣 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

火月

「明朗・愛和・喜働」
法人アドバイザー　山梨県甲府南
㈲戸栗製材所
代表取締役 戸栗 　敏 氏

2/1

「より高く、より前に、より外へ」

「健康祈願で『医食農』もの語り」
八代市 県　南

「栞の解説」DVDの勉強会

「妻と栞に支えられ」
大分県倫理法人会　事務長
㈲尾林
代表取締役社長

2/13㈫

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）

尾林 大生 氏

「誰かの為が力になる」
法人レクチャラー
大分県倫理法人会  MS副委員長
㈲サクセス・クリーンサービス
代表取締役

2/15㈭

場所：八代教育会館２Ｆ　18:30～19:30

● 経営者の集い
 　（八代中央倫理法人会）

宮瀬 知洋 氏

「突然の継承」


