
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

小林　 緑 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東
「すべての子どもが笑顔でいられる熊本を創る！
　　　～熊本地震を通して見えてきたこと～」
くまもと交流館パレア　館長

熊本市 県　央

「実践すると景色が変わる」
八代市倫理法人会　女性委員長
光の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

堤 滉次郎 氏

森本　 宏 氏

「素直が一番」
法人レクチャラー
大分県倫理法人会　相談役
㈱ツツミ技研

荒尾市 県北東

「山鹿人生の足あと」
山鹿市倫理法人会　会員
㈲久吾　代表取締役 坂本 博二 氏

山鹿市 県北東

「最近のクリーニングについて」
阿蘇青年会議所　直前理事長
クリーニングのレインボー 塚本 貴規 氏

「わたしが、わたしである理由」
玉名倫理法人会　幹事
五センス　東洋医学研究家

「感謝の心」
法人レクチャラー
㈱あおぞら福祉会 山本 登志之 氏

玉名倫理法人会　幹事
㈱アジュール 黒木 俊吉 氏

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「財務省から見えた日本」
玉名倫理法人会　会員
西野  だいすけ事務所 西野 だいすけ 氏

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　専務取締役

大城戸 ますみ 氏

「『雪』の名は」
玉名倫理法人会　幹事
㈱銀シャリ亭　代表取締役 荒木　 雪 氏

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

「信成万事：信じることで救われた」

玉　名 県北東

菊池合志 県北東
「倫理法人会と私」
熊本市 県　央 山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「人間力の差」
法人レクチャラー
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

「私の人生を変えた『自転車通勤』との出会い」
熊本北倫理法人会
（医・社）寿量会  熊本機能病院
循環器内科部長 原田 栄作 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「働きは最上の喜び～頼まれごとは試されごと～」
熊本市託麻倫理法人会　ＭＳ委員長
㈱フジイエネルギー
企画室長 坂本 義治 氏

「本を忘れず、末を乱さず」
株式会社　セレン
代表取締役 井上　 幸 氏

「つながり」
法人スーパーバイザー  神奈川県倫理法人会  相談役
㈱ティー・シー・エス
代表取締役 川内 美喜男 氏

熊本市託麻 県　央

「純粋倫理で熊本地震復興里づくり」
宇城倫理法人会　専任幹事
湯森の里　代表取締役 寺尾　 勇 氏原園 三月遥 氏

「会社の真の目的は？ ～ 5年後、10年後を
　見据えた経営への取組み～」
法人レクチャラー　大分県大分南倫理法人会　副会長
栗林公認会計士事務所

「倫理経営で世界展開（地球倫理の実践）」
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  代表取締役社長　村上 尊宣 氏

栗林 栄太 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

臺信 康博 氏

熊本市 県　央

「実践力」

「縁尋機妙　多逢聖因」
熊本市倫理法人会　会員
㈱台信商店　専務取締役

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

7 8 95 64
「足下の実践を磨く」
九州・沖縄方面
副方面長 宮内 秀樹 氏

「突っ走ってみて、気付いた事」
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

藤井 宥貴子 氏

法人レクチャラー
㈱宮崎カメラ
代表取締役社長

荒尾市 県北東

大木 博文 氏
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「夫婦愛和」
熊本北倫理法人会　会員
㈲ルゥ・デザイン装飾
専務 宮本 和恵 氏

1817

熊本県倫理法人会

水 木月 火

6/1 2
5/27

「熊本震災から今まで」
熊本東倫理法人会　会員
熊本交通運輸㈱　代表取締役 住永 金司 氏

「一貫の倫理」
九州・沖縄方面　担当研究員

嶌本 真人 氏

「グリーフケアから学ぶこころの持ち方
  ～苦難福門～」
（一社）繋　代表理事

宮崎 睦美 氏

玉　名 県北東

30

「物の整理は心の整理」
熊本市南倫理法人会　事務長
長迫木材㈲　代表取締役 高見 睦代 氏

熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東
「運命自招　六代目会長を受けて」
法人レクチャラー
熊本市託麻倫理法人会　会長
㈱フジイエネルギー  代表取締役池田 由利子 氏

29

「継続は力なりと倫理実践」
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　方面長

24

第５週の為 休会

法人アドバイザー
熊本市中央倫理法人会
㈱岩永組　代表取締役会長 岩永 研一 氏

「折節の記」

「100％人生が変わる、100％のチャレンジ」

「超明朗‼」
福岡市多の津倫理法人会　相談役
福岡県倫理法人会　ラポールアドバイザー
共感学習企画室　室長
㈱BIG ROAD  最終責任者

金川 俊一 氏

菊池合志 県北東

梅田 竜嗣 氏

熊本市 県　央

「会長としての役割は、自問自答してみた。」

「先人たちの智恵を未来の子どもたちにつなぐ」
熊本市中央倫理法人会　普及拡大委員長
㈱サポート　代表

荒尾市 県北東

山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央

26 27 28
「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
代表取締役社長 村上 尊宣 氏

25

佐多 修一 氏
熊本北倫理法人会　会長
佐多石油㈱　代表取締役

法人レクチャラー　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 山田 芳正 氏

「倫理実践（商売繁盛）」

法人レクチャラー
㈱宮崎カメラ  代表取締役社長 大木 博文 氏

6/11㈪

場所：水前寺共済会館グレーシア 18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（熊本市倫理法人会）

「出会い」

法人レクチャラー　大分県倫理法人会  相談役
㈱ツツミ技研

福岡市多の津倫理法人会　相談役
㈱BIG ROAD　最終責任者 堤 滉次郎 氏

6/11㈪

場所：ホテルヴェルデ　19:00～20:00

● 経営者の集い
　　（荒尾市倫理法人会）

「魔法のことば全個皆完」

法人レクチャラー　大分県大分南倫理法人会  副会長
栗林公認会計士事務所 栗林 栄太 氏

6/14㈭

場所：阿蘇熊本空港ホテルエミナース 18:30～19:30

場所：阿蘇の司ビラパークホテル 18:30～

● 経営者の集い
　　（熊本東倫理法人会）

「儲かっている会社と儲かっていない会社」
　　　　　～倫理は実は儲かる !!! ～

法人レクチャラー
㈱あおぞら福祉会 山本 登志之 氏

6/20㈬● 経営者の集い　　（阿蘇倫理法人会）
「倫理で救え！日本の福祉」

玉名倫理法人会　会員
Clean Harmony  代表 久保 裕美 氏

6/21㈭

場所：玉名高等職業訓練校　18:30～20:00

● ナイトセミナー
　　（玉名倫理法人会）

「今後の人生を豊かにするお部屋づくり」

法人レクチャラー　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 山田 芳正 氏

6/24㈪

場所：コッコファーム　18:00～19:00

● 経営者の集い
　　（菊池合志倫理法人会）

「気付いた時が出発点」

法人レクチャラー
福岡県倫理法人会　筑紫地区長
㈱宮崎板金店　代表取締役 宮崎 耕一 氏

6/8㈮

場所：熊本市国際交流会館４階第３会議室 19:00～20:00

場所：熊本市国際交流会館４階第３会議室 19:00～20:00

● 特別ナイトセミナー
　　（熊本北倫理法人会）

「『最高のリーダー』正しさより明るさ」

金川 俊一 氏

6/27㈰● ナイトセミナー
　　（熊本北倫理法人会）

「共感働 !!」


