
憲法記念日 みどりの日 こどもの日

2018年５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

右田 憲吾 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東
「７人の子供達から学ぶ人間力」
株式会社ワールドライン
代表取締役

熊本市 県　央

「言葉の力」
玉名倫理法人会　幹事
右田 けんご事務所

荒尾市 県北東

「『心を磨く道場』へようこそ」
法人レクチャラー
大分県倫理法人会　相談役
㈱ツツミ技研　代表取締役会長 堤 滉次郎 氏

山鹿市 県北東

「子ども達が幸せな未来を築く力をつける
 理想の教育」
（一社）WING　SCHOOL
代表理事 田上 善浩 氏

「良い結果は、準備次第」
法人スーパーバイザー
㈱まるや 荒井 久満 氏

「今、足元を見つめて」
水俣・芦北倫理法人会　専任幹事
永田渉税理士事務所

「明朗愛和と心の経営」
熊本県倫理法人会　副会長
㈱エコファクトリー 村上 尊宣 氏

阿　蘇 県北東

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「お義父様へ　感謝」
森からし蓮根㈲
会長 森　 裕子 氏

日本薬剤師連盟　副会長

本田 顕子 氏

「元気があれば何でもできる‼～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
専務 伊波 啓太 氏

「普及は宝」
法人スーパーバイザー
㈱シバサキ製作所
代表取締役会長 柴崎 　猛 氏

「大海も一滴の水から」

玉　名 県北東

菊池合志 県北東
「出会いに感謝」
熊本市 県　央 山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「信成万事～言葉の力～」
八代北倫理法人会　専任幹事
Next Stage　代表 伊藤 慶輔 氏

「夫婦愛和～妻の一言で会社が変る」
法人レクチャラー
沖縄県倫理法人会  中北部地区長
㈲うるま産業　代表取締役 目差 武博 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「ありがとうは魔法の言葉～無敵の人生～」
玉名倫理法人会　会長
マックスジェイティ㈱
取締役会長 城戸 雄生 氏

「グリーフケアから学ぶ心の持ち方」
一般社団法人　繋
代表理事 宮崎 睦美 氏

「企業の体質と人の体質」「人生思いのまま」
熊本市託麻 県　央

会員スピーチ

「倫理活動と潜在能力」
熊本北倫理法人会　普及拡大委員長
㈲正文堂　代表取締役 馬場口 一利 氏永田　 靖 氏

熊本北倫理法人会　普及拡大委員長
㈲正文堂 馬場口 一利 氏

「純粋倫理の生き方」
熊本市倫理法人会　ＭＳ副委員長
日本生命保険（相）

「信成万事：信じるとは」
法人レクチャラー
玉名倫理法人会  普及拡大委員長
㈱玉名サンクリーン  取締役　大城戸 ますみ 氏

島尻 順子 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

工藤 直彦 氏

熊本市 県　央

「夫婦対鏡＝商売繁栄の源」

「活かしきる」
法人スーパーバイザー
アーティスティック・コミュニティ
代表

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

10 11 128 97
「信成万事」～言葉の力～
八代北倫理法人会　専任幹事
Next Stage　代表 伊藤 慶輔 氏

「富士研で学んだ事、そして今、実践している事」
玉名倫理法人会　幹事
右田けんご事務所　代表

右田 憲吾 氏

山中 重子 氏

「実践の大切さ  万人幸福の栞と私について」
前荒尾市長
㈱テクノシステム
取締役兼九州統括本部長

熊本市 県　央

「玉名倫理法人会の活力に押されて」
玉名倫理法人会　MS委員長
㈲ライフケア　代表取締役

荒尾市 県北東

「倫理と共に」
山鹿市倫理法人会　副会長・ＭＳ委員長
日本生命保険相互会社 本山 由季 氏

山鹿市 県北東

山下 慶一郎 氏

松本 邦充 氏

熊本市西倫理法人会　普及拡大委員長
㈱ツガワ

荒尾市 県北東

東家 剛司 氏
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「Ｋ会長と出会って」
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

2120

熊本県倫理法人会

水 木月 火

「潜在能力をいかす」
熊本北 県　央

4 5
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35/1 2

平島　 新 氏

「～万象はわが師～　私たちは全知全能の神　
  きづきと発見でその演劇を楽しもう！」
大牟田市倫理法人会　会員
創作薬膳　いろ葉　

「過去は全て善し！（過去肯定の倫理）」
熊本市南倫理法人会　女性委員長
オフィス・ノア 田上 寛美 氏

宮本 勝年・和恵ご夫妻

熊本北倫理法人会　専任幹事
㈲ルゥ・インテリアストア
代表

27

祝日の為 休会

祝日の為 休会

Clean Harmony　代表

久保 裕美 氏

「今後の人生を豊かにする 人生リセット片付け術」

「夫婦愛和が人生を変える」
熊本北倫理法人会　専任幹事
㈲ルゥ・デザイン装飾 宮本 勝年・和恵ご夫妻

「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 川﨑 隆男 氏

菊池合志 県北東

島村 鉄兵 氏

熊本市 県　央

「すべては因果応報」

「心ひとつ」
熊本市西倫理法人会　事務長
㈱Ｂ－Produce　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

29 30 31
「健康経営のすすめ」
㈱ KDS菊池自動車学校
㈱ KDS熊本ドライビングスクール
代表取締役 永田 佳子 氏

28

山田 朝日 氏
熊本県倫理法人会　青年委員長
㈱万葉福祉会　取締役

坂本 敏正 氏

「ふるさと菊池についての雑感」

法人アドバイザー

法人レクチャラー
齋藤 和宏 氏
野中 眞治 氏

法人レクチャラー
大分県倫理法人会　相談役
㈱ツツミ技研
代表取締役会長

5/8㈫

場所：富士ホテル　
　　　18:30～

● 経営者の集い
　　（山鹿市倫理法人会）

堤  滉次郎 氏

「『学んだこと』は即実行」

法人レクチャラー
沖縄県倫理法人会　中北部地区長
㈲うるま産業　
代表取締役

5/23㈬

場所：くまもと県民交流館パレア10Ｆ会議室7　
　　　19:00～20:00

● 経営者の集い　（熊本北倫理法人会）

目差 武博 氏

「父と二人三脚経営
 倫理実践で経営危機を乗越る」


