
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

4/13㈮

場所：玉名市民会館　18:30～20:00

● ナイトセミナー（玉名倫理法人会）
　「社長が変わればすべてが変わる！ 
　　　　　　　会社も家庭も幸福人生！」

振替休日

2018年４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1584-24

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 土

熊本市託麻 県　央

松平 好治 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東
「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

熊本市 県　央

「公的年金の仕組み＆人の心を掴むミニマジック講座」
日本生命保険相互会社
熊本支社　支社長

荒尾市 県北東

「みる、見る、観る」
理事
法人局普及事業部　部長 和田　 毅 氏

山鹿市 県北東

「タクシー業界の現状と未来予測
　　　　　　～我が社の在り様～」
山鹿市倫理法人会　所属
㈲山鹿タクシー 原田 愛裕美 氏

山北 真璃 氏

「人生は、思った通りになるか？？？」
法人スーパーバイザー
第一物産㈱ 島　 良明 氏

「倫理と経営」
荒尾市倫理法人会
永利会計事務所

「実践すると景色が変わる」
八代市倫理法人会　女性委員長
光コラーゲンカプセル専門店
ヒーリングサロン　ドリーミー 小林　 緑 氏

阿　蘇 県北東

「お金に使われない人になる」
阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「突き進む。」
荒尾市倫理法人会　副専任幹事
からあげ虎一　代表 伊藤 圭一 氏

なないろネットワーク熊本　代表 
熊本市立出水南中学校
教諭 神田 みゆき 氏

「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㈱
専務取締役 北里 隆明 氏

「変わらなければ続かない」
法人スーパーバイザー
沖縄県倫理法人会　相談役
㈱ジムキ文明堂　代表取締役 石川 元章 氏

「SDGｓ（持続可能な開発目標）達成のためには」

玉　名 県北東

菊池合志 県北東
「倫理に学んだこと」
熊本市 県　央 山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「小さな実践をこつこつと」
熊本北倫理法人会
コスモス法律事務所　弁護士 矢澤 利典 氏

「白い羊と黒い羊」
法人スーパーバイザー
㈱アスク　代表取締役 小山 秀一 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「運命自招～熊本で幸せになる男～」
熊本市託麻倫理法人会　幹事
コタツモリ 畠田 大地 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

「足下の実践を磨く」

「今、輝く　今、動く」
菊池合志倫理法人会　専任幹事
ペンションシャレー菊池　代表 菊池 仁美 氏

熊本市託麻 県　央

「元気があれば何でもできる !!『運命自招』」

「報恩・報謝　愛が全て！」
法人アドバイザー
㈲八王小屋　取締役会長 遠藤 洋徳 氏

玉名倫理法人会　監査
行政書士真重法務事務所 真重 正仁 氏

永利 新一 氏

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

九州・沖縄方面　副方面長

宮内 秀樹 氏

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

「脚下照顧」
法人レクチャラー　県央地区長　
井手税理士・総合会計事務所
代表取締役

「家族の中の自分」
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

井手 庸文 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

河合 伴治 氏

熊本市 県　央

「幸せな未来を築く力をつける理想の学校創り」

「ブラックサンダー物語（万象我師）」
法人スーパーバイザー
有楽製菓株式会社　代表取締役

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

日
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「気づき」
菊池合志倫理法人会　会員
峯樹木園　代表 峯　 隆吉 氏

「一誠、兆人を感じせしむ」
熊本市南倫理法人会　普及拡大副委員長
㈲ゆたか保険事務所
シニアコンサルタント 戸田 一誠 氏

村上 尊宣 氏

菊池合志 県北東
「台湾教育の礎を築いた熊本人に学ぶ」
元熊本県立大津高等学校　校長
公益社団法人　国民文化研究会
参与

熊本市 県　央

「倫理経営で世界展開（運命自招）」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会　副会長
㈱エコファクトリー
代表取締役

荒尾市 県北東

「活力朝礼を導入して一年！」
八代北倫理法人会　会長
吉見自動車　代表 吉見 和晃 氏

山鹿市 県北東
「すごいぞ日本 ! すごいぞ菊池 !!」
林歯科医院　院長

林　 康博 氏 白濱　 裕 氏

熊本市中央倫理法人会　会長
ナス・ドリームズ　代表

「家族の絆が商売繁盛」「順序の経営」
荒尾市 県北東

奈須 悦雄 氏
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「出会いに感謝・倫理に感謝」
阿蘇倫理法人会　会長
阿蘇動物病院　院長 小嶋 維男 氏
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熊本県倫理法人会

水 木月 火

「事業改善の秘訣と倫理実践」
熊本北 県　央
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昭
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の
日

「ＭＳのちから」
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

田上 善浩 氏
（一社）WING　SCHOOL
代表理事

29
29 を右に

祝日の為 休会

法人スーパーバイザー
㈱フィディア  代表取締役社長

法人レクチャラー
福岡県倫理法人会　副幹事長
フラワーショップ
ナーセリーさぬい　代表

福井 龍介 氏

木本 隆洋 氏

「家を継ぐ」「倫理実践がもたらすもの」

参事　法人アドバイザー
倫理経営インストラクター
佐賀県倫理法人会　副会長

三上 忠男 氏
福岡 敬貢 氏


