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水俣芦北 県　南
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2018年６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

「一貫の倫理」
九州・沖縄方面　担当研究員

嶌本 真人 氏

玉名倫理法人会　普及拡大委員長
㈱玉名サンクリーン
専務取締役 大城戸 ますみ 氏

「倫理法人会からの贈り物」「足下の実践を磨く」
九州・沖縄方面　副方面長

宮内 秀樹 氏

「音楽と人間」
熊本音楽療法研究所　代表

小林 真寿子 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

「講師依頼を電話する日時？」　

「会長辞令に感謝です」
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宇　城 県　央

「幸せになるための「正しい不健康」
　～倫理的な健康哲学～」
熊本市託麻倫理法人会
幹事　コタツモリ　 　畠田 大地 氏
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人吉市 県　南

八代市 県　南

「地域教育力向上のための
  リーダーシップ論」
社会福祉法人もくせい学園
施設長
（前 山鹿中学校校長）大野 朗久 氏

「全て必然」
熊本市中央倫理法人会　副会長
㈱ First　代表取締役

小佐井 憲彦 氏
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「人はＡＩと共存できるのか？」
人吉市倫理法人会　会員
Ｅ企画　代表 江頭 信二郎 氏

人吉市 県　南

八代市 県　南 熊本市中央 県　央
「みそ と 酒粕」
すずめ　代表

尾崎 吉秀 氏

「あるものフル活用の地域づくり」
NPO法人 二見わっしょいファーム
理事 柿本 光明 氏

八代中央 県　南 球　磨 県　南

法人スーパーバイザー
愛東運輸㈱ 村山 明子 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

八代市倫理法人会　女性委員長
ヒーリング サロン ドリーミー　
代表 小林　 緑 氏

水俣芦北倫理法人会　会長
マツシタ不動産㈲
取締役 森下 弘美 氏

「実践すると環境が変わる 」

「苦難福門・赤ねこで町おこし」　
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「信成万事信じるとは」
宇　城 県　央

「熊本城復興のシンボルしゃちほこ製作」
藤本瓦店　鬼師

藤本 康祐 氏

「一日一生」
法人レクチャラー  鹿児島県出水倫理法人会  相談役
㈱はしコーポレーション
代表取締役社長 枦　 壽一 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「両親と仕事」
八代中央倫理法人会　朝礼委員長
トヨタカローラ熊本㈱
八代店 松永 隆信 氏

熊本市倫理法人会　相談役
㈲第一技販サービス
取締役会長 大鳥居 弘次 氏

大分県倫理法人会　研修副委員長
㈲かもん 木本 順子 氏

「元気があれば何でも出来る！」
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

「信成万事：信じるとは」
玉名倫理法人会　普及拡大委員長
㈱玉名サンクリーン
専務取締役 大城戸 ますみ 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 北里 隆明 氏

「倫理に学んだこと」
熊本市中央倫理法人会　会長
ナス・ドリームズ
代表 奈須 悦雄 氏

人吉市 県　南
「被投性から考えさせられる事」
球磨倫理法人会　会員
合同会社  テンプル
代表 寺原 雄大 氏

「やつしろぷれすが目指すこと」
㈲ビーエス広告社　
やつしろぷれす編集長

江崎 博美 氏

「天気予報と防災教室」
防災ＷＥＳＴ　
日本気象予報士会　
九州沖縄ブロック理事

早田　 蛍 氏

「倫理を学んで百歳現役」
熊本市西倫理法人会
MS委員長・相談役
西田硝子㈱　取締役

西田 紀雄 氏

熊本市中央 県　央
「生きるということ」
八代北倫理法人会　研修委員長
32℃サロン
パストラル　代表 南﨑 明美 氏

八代中央 県　南 球　磨 県　南
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「おかげさま」
八代市倫理法人会　広報委員長
㈱オカモト八代営業所 中竹 浩介 氏

「足下の実践を磨く」
九州・沖縄方面　副方面長

宮内 秀樹 氏

法人アドバイザー
株式会社ジムキ文明堂
代表取締役社長 石川 元章 氏

「変わらなければ続かない」

八代北倫理法人会　親睦委員長
上村米穀店 /中町サイクル
代表　　 鶴田 文生 氏

「一歩前進」

八代市倫理法人会　会長
㈱藤永組
代表取締役社長 藤永 和広 氏

「会長職に感謝 !!」
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県　南

水俣芦北 県　南

「点線面」
法人スーパーバイザー
㈱ドゥアイネット
代表取締役 土井 幸喜 氏

人吉市 県　南

「元気があればなんでもできる！」～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

「人生　万人幸福の栞に学ぶ」
法人レクチャラー　鹿児島県倫理法人会
副会長
㈱薩摩水産 　 芹ヶ野 義久 氏

法人レクチャラー  北九州みやこ倫理法人会
監査
㈱しんこう  代表取締役 越野 修司 氏

「とことんやれば必ず出来る」

熊本市西 八代市 県　南

26 27 28
「ありがとう」
八代北倫理法人会　ＭＳ委員長
㈱メイトプランナー
代表取締役 森下 芳伸 氏

「私の足跡」
熊本県倫理法人会　県南地区長
（医）平井整形外科リハビリテーションクリニック
理事　（有）ペイホワード華照庵　庵主 平井 郁惠 氏

「担雪埋井」
熊本県倫理法人会　相談役
㈱インフォミックス
宍倉渉税理士事務所 宍倉　 渉 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「至誠一貫」
熊本県倫理法人会　相談役
㈱藤永組
代表取締役会長 藤永 勝利 氏

はし　　じゅんいち

はし　　  じゅんいち

八代北

「栞の解説」DVDの勉強会
栞⑪：『物はこれを生かす人に
　　　 集まる』　（－万物生々－）

「栞の解説」DVD勉強会

５週目のため休会

大分県倫理法人会
研修副委員長
㈲かもん

6/14㈫

場所：石倉　18:30～20:30

● 経営者の集い
 　（球磨倫理法人会）

木本 順子 氏

「母の介護で知った
　感謝と人の倫理（みち）」

法人レクチャラー
鹿児島県出水倫理法人会 相談役
㈱はしコーポレーション
代表取締役社長

6/18㈪

場所：パレア 第２会議室
　　　　18:30～20:10

● ナイトセミナー
 　（熊本市南倫理法人会）

枦　 壽一 氏

「負けてたまるか
　“感動・情熱・執念”」

法人レクチャラー
鹿児島県倫理法人会　副会長
㈱薩摩水産

6/26㈫

場所：別所琴平神社
　　　　18:30～20:30

● 経営者の集い
 　（熊本市西倫理法人会）

芹ヶ野 義久 氏

「倫理の実践で
　　自分が変わる」

法人レクチャラー
北九州みやこ倫理法人会　相談役
㈱しんこう
代表取締役

6/26㈫

場所：八代市鏡文化センター
　　　　19:00～20:00

● 経営者の集い
 　（八代北倫理法人会）

越野 修司 氏

「おいしさで笑顔を創る
  ～経営理念（志）を貫く～」


