
倫理経営インストラクター
宇佐市倫理法人会　相談役
㈲ティ－エイチエス　代表取締役 山田 芳正 氏

4/10㈫

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）
　「気付いた時が出発点」
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水俣芦北 県　南

13

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 土

熊本市中央 県　央 八代中央 県　南 球　磨 県　南

熊本市南 県　央

「モーニングセミナーの力」
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

「ステンレスアートと私の命拾い」「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

「感謝と恩返しに基づく役割と使命」
まつり塾　代表

井芹 文義 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南
「倫理実践（普及は宝）」

「事業改善の秘訣と倫理実践」
玉名倫理法人会　専任幹事役
㈱でんきのサントップ

石原 政孝 氏

人吉市 県　南

「倫理実践と普及」

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

「実践力」
九州沖縄方面長

　森本　 宏 氏

熊本県倫理法人会　女性委員長
ColorDesignstyle Sunflower
代表 　     井手 志保 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
「夫婦で起業５年
  ～私たちらしく暮らし・働く～」
熊本市中央倫理法人会　幹事
クロッカス 柏木 大介 氏

「私学教育に携わって」
九州ルーテル学院　院長
ルーテル学院中学高校
校長 内村 公春 氏

「出会いから生まれた夢の歯磨き、
  その七年の軌跡」
八代北倫理法人会　相談役
株式会社水の子
代表取締役会長 上村 茂則 氏

熊本市中央 県　央

「商工会議所の活動について」
八代商工会議所　専務理事

那須 哲夫 氏

「何のために―経営者と純粋倫理―」
法人局　理事
研修部部長 藤﨑 正剛 氏

倫理経営インストラクター
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

八代中央 県　南 球　磨 県　南

「カラーと心で輝きを」
熊本市西 県　央

八代北 県　南

水俣芦北 県　南

「苦難・失敗、笑いに変えて」
あさぎり町ボランティア観光ガイド

上杉 芳野 氏

「事業承継（親族以外の）」
人吉市倫理法人会　会員
イスミ商事㈱
代表取締役会長 岡本 光男 氏

人吉市 県　南

八代市 県　南 熊本市中央 県　央
「倫理に出逢って」
八代市倫理法人会　副会長兼MS委員長
コンフォートガーデン
代表 大石 雄一 氏

「心を高める、経営を伸ばす」
熊本県倫理法人会　県青年委員長
株式会社　万葉福祉会
取締役 山田 朝日 氏

八代中央 県　南
「倫理に出会って」
山鹿市倫理法人会　会長
㈲木庭木工房
代表取締役 木庭 繁明 氏

球　磨 県　南

「出会いから生まれた夢の歯磨き、その七年の軌跡」

「最初の一歩、最後の一歩」
法人スーパーバイザー
㈱中西工藝
代表取締役 中西 通夫 氏

宇　城

「60歳過ぎたら... お風呂にご用心」
（医）寿量会　
熊本機能病院  顧問　  小野 友道 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「日々の業務について」
人吉市倫理法人会　会員
岩本司法書士事務所
所長 岩本 　健 氏

倫理経営インストラクター
宇佐市倫理法人会 相談役
㈲ティーエイチエス 代表取締役山田 芳正 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

熊本北倫理法人会　幹事
向日葵工芸社　代表  池田 桂一 氏

八代北倫理法人会　相談役
㈱水の子
代表取締役 上村 茂則 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

火月

「見方を変える」
熊本県倫理法人会　事務長
NPO法人 笑顔やっちろ
代表理事 有田 明美 氏

「倫理ビフォー・アフター」

八代市倫理法人会　会員
㈲カラツ自動車サービスセンター
代表取締役会長

唐津 房則 氏

法人アドバイザー　参事

小林 桂子 氏

「ものごとの考え方」

八代市 県　南

モンゴル協会
理事長 村田 幸二 氏

「わたしの見たシルクロード」

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「富士研報告会」　
熊本市南倫理法人会
普及拡大委員長
熊本市南倫理法人会
ＭＳ副委員長　　　　　
熊本市南倫理法人会
朝礼委員

北里 隆明 氏
村上 尊由 氏
山本 達也 氏

和田　 毅 氏
矢加部 尚武 氏

「会員スピーチ」　

「心を込めた実践を」
法人スーパーバイザー
福岡県倫理法人会　相談役
大江建築設計事務所　主宰

大江 義夫 氏
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「みる・見る・観る」「親の恩」
法人局普及事業部  部長
法人レクチャラー
福岡県普及拡大副委員長　 　

宇　城 県　央

「倫理に感謝」
宇城倫理法人会　会員
㈲シェイク  セブン
会長 大久保 早苗 氏

「素直に受け入れ楽しむと、ワクワクが止まらない」
熊本市南倫理法人会　女性委員長
オフィス・ノア
キャリアコンサルタント 田上 寛美 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「足下の実践を磨く」
九州・沖縄方面　副方面長

宮内 秀樹 氏

九州・沖縄方面担当研究員

嶌本 真人 氏

「一貫の倫理」

熊本県倫理法人会　県南地区長
平井整形外科・
リハビリテーションクリニック 平井 郁恵 氏

「足跡」

熊本市南倫理法人会　研修委員長
つつみ泰之 後援会 長森 広樹 氏

「倫理１年４ヶ月」

荒尾市倫理法人会　副研修委員
スナック SAMAR 菊池 順子 氏

「すなおな“はい”」

「栞の解説」DVDの勉強会
栞⑨：『約束を違えれば、己の
      幸いを捨て他人の福を奪う』


