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法人レクチャラー
大分県杵築市倫理法人会　相談役
㈱加来商店　代表取締役

2/5㈪

場所：ホテルヴェルデ　19:00～20:00

● 経営者の集い（荒尾市倫理法人会）
　栞13条「本を忘れず末を乱さず」

加来　 隆 氏

振替休日

2018年２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 2 土 3
熊本市託麻 県　央

加来　 隆 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東
「一貫の倫理」
九州・沖縄方面担当研究員

熊本市 県　央

栞5条「夫婦は一対の反射鏡」
法人レクチャラー
大分県杵築市倫理法人会  相談役
㈱加来商店　代表取締役

荒尾市 県北東

「二代目就任から上場までの道のり」
㈱エスケーホーム
代表取締役社長兼ＣＥＯ 瀬口　 力 氏

山鹿市 県北東

「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　相談役
㈲神谷産業　代表取締役 神谷 善高 氏

「知恵　こんな～私が社長になった。」
八代倫理法人会　会員
ケアパーク㈱ 森崎 浩満 氏

「富士研セミナーに参加して」
阿蘇会員スピーチ 野中 優三 氏

白石 勝也 氏

「熊本地震に遭遇して」
宮崎県北霧島倫理法人会　会長
㈱山椒茶屋 山下 康徳 氏

阿　蘇 県北東

「倫理を学んで百歳現役」
阿　蘇 県北東

「あなたの人生は思い込みでできている。」
玉名倫理法人会
㈱アジュール  代表取締役
風水師 黒木 俊吉 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「歯医者のお仕事②」
玉名倫理法人会 所属
ほのかデンタルクリニック
院長 盛　 孝徳 氏

法人アドバイザー
熊本市中央倫理法人会 所属
㈱岩永組　代表取締役会長 岩永 研一 氏

「足下の実践を磨く」
法人局普及事業部
九州・沖縄方面　副方面長 宮内 秀樹 氏

「苦難福門」
人吉市倫理法人会　会長
㈱U-Brand　代表取締役 平瀬 裕一 氏

「折節の記」

玉　名 県北東

菊池合志 県北東
「2018年　富士研セミナー体験記」
熊本市 県　央 山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「初富士研体験記」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会　県央地区長
井手税理士・総合会計事務所
代表取締役 井手 庸文 氏

「倫理に学んで」
熊本県倫理法人会　県南副地区長
那須セメント工業㈱
代表取締役 那須 一郎 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「私にとっての『人生神劇』」
熊本県倫理法人会　幹事長
㈱エイジス　代表取締役 川﨑 隆男 氏

「捨我得全」
熊本市南倫理法人会　事務長
長迫木材㈲　代表取締役 髙見 睦代 氏

「日々好日」

「倫理で凛とした女性に」
法人レクチャラー  宮崎県倫理法人会  女性委員長
㈲ジュノーブライダル
メンタルビュ－ティーアカデミー  代表取締役 武田 珠支子 氏

熊本市託麻 県　央

「ＭＳのちから」

「倫理で学んだ  うまず  たゆまず」
八代北倫理法人会　監査
氷川町議会議員 上田 俊孝 氏

熊本西倫理法人会　相談役
西田硝子㈱ 西田 紀雄 氏

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

熊本市託麻倫理法人会　監査
㈱フジ経理センター
代表取締役 鍬田 経雄 氏

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

「潜在意識の力」
八代北倫理法人会　専任幹事
Next Stage　代表 伊藤 慶輔 氏

「愛の一言で人生が変る」
参事　法人アドバイザー

小林 桂子 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

嶋村 祐輔 氏

熊本市 県　央

「倫理を学んで」
熊本県倫理法人会　県北東地区長
グランツ㈱　代表取締役

「倫理と私」
玉名倫理法人会　研修委員長
プルデンシャル生命保険㈱

「熊本市倫理法人会の会員による会員スピーチ」
熊本市倫理法人会会員

吉田 秋正 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

「最高のリーダー」
福岡県倫理法人会　筑紫地区長
宮崎板金店　代表取締役 宮崎 耕一 氏

荒尾市 県北東

日
1/28

8 9 106 75

「未来のあなたはシ・ア・ワ・セですか？」
法人レクチャラー
筑紫倫理法人会　相談役
株式会社 小笠原　代表取締役

小笠原 涼子 氏

「湯島の島おこし～その試行錯誤の中で～」
湯島・夢の島づくり会　会長
島おこしカンパニ　しまのさち工房
代表理事 緒方 和彦 氏

「夫婦対鏡！」～夫婦仲で環境が変わる～
熊本北倫理法人会　専任幹事
㈲ルウ・デザイン装飾　代表 宮本 勝年 氏 嶌本 真人 氏

川﨑 隆男 氏

熊本東倫理法人会　専任幹事
オグラドルフィン㈱
常務取締役

「倫理ビフォー・アフター」
熊本県倫理法人会　幹事長
㈱エイジス　代表取締役

荒尾市 県北東

中鶴 昭一 氏
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「捨我得全」
家庭倫理の会　練馬区前会長
山鹿市倫理法人会　会員
㈲山鹿タクシー 江上 智昭 氏

「人と人とが触れ合う所に倫理がある」
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㈱
専務取締役　 北里 隆明 氏

山鹿市 県北東
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熊本県倫理法人会

水 木月 火

祝日の為 休会

2/1
「2018新年の抱負 ー倫理法人会夢実現への道ー」
熊本北 県　央

（一社）WING  SCHOOL　代表理事 田上 善浩 氏

2/15㈭

場所：玉名市民会館 第一会議室　18:30～20:00

● ナイトセミナー（玉名倫理法人会）
「子ども達が『幸せな未来を築く力』を
 つける理想の教育」

法人レクチャラー  筑紫倫理法人会  相談役
株式会社  小笠原　代表取締役 小笠原 涼子 氏

2/19㈪

場所：コッコファーム　18:00～19:00

● 経営者の集い（菊池合志倫理法人会）
「苦難にありがとう！～単会運営＝会社経営～」

宮崎県北霧島倫理法人会　会長
㈱山椒茶屋 山下 康徳 氏

2/21㈬

場所：阿蘇の司ビラパークホテル　18:30～

● 経営者の集い（阿蘇倫理法人会）
「万物創生」

法人レクチャラー　宮崎県倫理法人会　女性委員長
㈲ジュノーブライダル　メンタルビューティーアカデミー　代表取締役 武田 珠支子 氏

2/22㈭

場所：神園山荘　18:30～19:30

● 経営者の集い（熊本市託麻倫理法人会）
「得るは捨つるにあり」


