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憲法記念日 みどりの日

法人レクチャラー
沖縄県倫理法人会
那覇・浦添地区　地区長
竹尾内装店　 名城 幸男 氏

5/14㈪

場所：パレア 第２会議室　18:30～20:10

● 経営者の集い（熊本市南倫理法人会）
　「合わせる力」

1413

水俣芦北 県　南

11

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

「人の道　恕修学」
熊本 YMCA学院  講師

松本 和良 氏

宇城倫理法人会　幹事
㈱ラディカ 松田 信幸 氏

「己が一切である」「夫妻　愛話　Part.１」
熊本市託麻倫理法人会　会員
コタツモリ　代表 畠田 大地 氏

「点と線」
法人レクチャラー　沖縄県倫理法人会
那覇・浦添地区 地区長
竹尾内装店　 名城 幸男 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

「30日で未来が変わる」

「会員スピーチ」　

人吉市 県　南

「有薗会長への感謝 39」

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

「深願」
法人アドバイザー
㈱アイ・ビー・ビー　 大熊 富夫 氏

熊本市中央倫理法人会　会員
森からし蓮根㈲
代表取締役会長　     　森　 裕子 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

「先人たちの知恵を
  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　代表 梅田 竜嗣 氏

「実践力」
九州沖縄方面長

森本　 宏 氏

「子ども達が幸せな未来を築く
 力をつける理想の教育」
一般社団法人 WING SCHOOL
代表理事 田上 善浩 氏

熊本市中央 県　央

「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

「心即太陽
～お客様に伝え続けていきたい想い～」
八代北倫理法人会　女性委員長
シルクィーン・サンクス
代表 青木 洋子 氏

熊本県倫理法人会　青年委員長
㈱万葉福祉会
取締役 山田 朝日 氏

八代中央 県　南 球　磨 県　南

「義父さんありがとう」

熊本市西 県　央

八代北 県　南

水俣芦北 県　南

「ザ・倫理実践～夫婦愛和～編」
熊本北倫理法人会　専任幹事
ルゥ・デザイン装飾㈲ 宮本 勝年ご夫妻

人吉市 県　南

八代市 県　南 熊本市中央 県　央
「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

永田　 靖 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

八代中央 県　南
「倫理に出会って」
西都市倫理法人会　会長
㈲メガネのトリハラ
代表取締役 鳥原 真一 氏

球　磨 県　南

「出あい市場ゼロからのスタート　舅：脊髄がん、
　姑：重度認知症により、介護して学んだこと」

「純粋倫理による日本で一番大切にしたい会社づくり」
法人局参事／法人アドバイザー
東京都杉並区倫理法人会
株式会社ウインローダー会長高嶋 民雄 氏

「倫理と出会って改めて思う、家族のこと」
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 　  中鶴 昭一 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

玉名倫理法人会
㈱アジュール 代表取締役 黒木 俊吉 氏

熊本県央地区  副地区長
㈱リアルサービス
取締役  堤　 泰之 氏 八代北倫理法人会　会員

人格なき社団出あい市場
名誉会長 白石 くに子 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

「人の為とは、自分の為なり」
「倫理は我が社の羅針盤」

「努力は運を支配する」

熊本県倫理法人会　相談役
㈱インフォミックス
代表取締役 宍倉 　渉 氏

八代市倫理法人会 会員
ケアパーク㈱
代表取締役 森﨑 浩満 氏

「自利利他 」

八代市 県　南

「被投性から考えさせられる事」　
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「にこやかにいきましょう」
宇　城 県　央

「ドイツでのパン修行で体験したこと」
ベッカライブレッツェン荒井
代表 荒井 幹子 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「足跡」
熊本県倫理法人会　南部地区長
（医）平井整形外科
リハビリテーションクリニック
理事 平井 郁惠 氏

球磨倫理法人会　会員
合同会社 テンプル
代表 寺原 雄大 氏

「家庭と仕事」
八代中央倫理法人会　青年委員長
㈱エイジス 丸山　 豊 氏

玉名倫理法人会　幹事
右田けんご事務所　 右田 憲吾 氏

「富士研で学んだ事、そして今、
  実践している事」

法人レクチャラー
熊本県倫理法人会
ダスキンレントオール熊本　　赤澤　 巌 氏

「運命自招」

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

「継続は力なりと倫理実践」

八代北倫理法人会　研修委員長
32℃サロン
パストラル 南﨑 明美 氏

「生きるということ」

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
「倫理に出逢って」
八代市倫理法人会　副会長
コンフォートガーデン
代表 大石 雄一 氏

29 30 31
「常居其全」
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

「農産物直売所の地域活性化への挑戦」
甲佐町ろくじ館館長
合同会社ろくらぼ代表
甲佐町 食による復興協議会代表 越智　 新 氏

「意味と価値」
法人スーパーバイザー
長崎県倫理法人会　相談役
㈱ドゥアイネット 代表取締役 土井 幸喜 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「栞の解説」DVDの勉強会
栞⑩：『働きは最上の喜び』　
  　　　（勤労歓喜）

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

「日々考日」～やっぱり人なんです～

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「レディースDAY 火の国の女 VOL.4」　
熊本市託麻倫理法人会 事務長　
㈱九州自然環境研究所　　
熊本北倫理法人会 副専任幹事
ハウスギャラリー㈲　　
熊本市中央倫理法人会 会員
森からし蓮根17代目 女将

中園 朝子 氏
本田 睦子 氏
森　 裕子 氏

「富士研報告会」　
八代北倫理法人会　会長　
吉見自動車　　　
八代北倫理法人会 女性委員長
シルクィーンサンクス　　
八代北倫理法人会 モーニングセミナー長　　
㈱メイトプランナー

吉見 和晃 氏
青木 洋子 氏
森下 芳伸 氏

第５週の為休会

５週の為休会 ５週の為休会

祝日の為休会

「栞の解説」DVD学習会

「心の経営」「純粋倫理はおもしろい」　
法人スーパーバイザー　
税理士法人  久遠  代表　
法人レクチャラー
㈲ニュー三和

前原 幸夫 氏
仲村　 靖 氏

法人レクチャラー　　
大分県副会長
㈱浦松建設  取締役相談役　

法人局  顧問　　
都機工㈱
代表取締役会長

浦松 　傳 氏

長橋 　護 氏

オトウ


