
法人レクチャラー
福岡県倫理法人会
北九州西区地区長
㈲三幸工業　 代表取締役 植木 秀人 氏

7/10㈫

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）
　「活力朝礼の力」

1615

水俣芦北 県　南

13

2018年７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
「視点を変える」「心からの感謝」

熊本市西倫理法人会　事務長
㈱Ｂ－Produce
代表取締役  島村 鉄兵 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南
「恩の意識」

「その生を楽しみ  その寿を保つ」
八代市倫理法人会　MS副委員長
㈱グランツホクリク
相談役 杉浦 喜一 氏

人吉市 県　南

「受け入れる」

八代市 県　南 熊本市中央 県　央 八代中央 県　南 球　磨 県　南

「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

熊本市中央倫理法人会 MS委員長
田口合同事務所  所長 田口 一法 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

「朝を制する。」
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

「人生は神の演劇　
 その主役は己自身である」
熊本市中央倫理法人会　会員
森からし蓮根㈲
会長 森　 裕子 氏

熊本市中央 県　央

「無題」
八代中央倫理法人会　青年委員長
㈱エイジス 丸山 　豊 氏

「癌で入社して、心身ともに
  健康になり、定年を迎えました。」
八代北倫理法人会　会員
㈱水の子 上田 量章 氏

八代市倫理法人会　会員
㈱インフォミックス

松村 美樹 氏

八代中央 県　南 球　磨 県　南

「亡くなった父を活かす
 死なせるにはまだ早い勿体ない」

熊本市西 県　央

八代北 県　南

水俣芦北 県　南

「変な人の研究～鍵はどこに～」
㈲田原商事
代表取締役 田原 利浩 氏

「出会いで気付いたこと」
人吉市倫理法人会　会員
社会福祉法人加登住福祉会
あいだこども園　園長 加登住 亮 氏

人吉市 県　南

八代市 県　南 熊本市中央 県　央
「2018年富士研参加と半年間の実践」
水俣芦北倫理法人会　広報委員長
すこやか企画　代表

森下 國博 氏

「倫理を学んで百歳現役」
熊本市西倫理法人会　相談役
西田硝子㈱
取締役会長 西田 紀雄 氏

八代中央 県　南
「本物の経営」
名誉研究員

宇都 進一郎 氏

球　磨 県　南

「ありがとう」

「倫理実践で得たもの失くしたもの」
法人レクチャラー　筑紫倫理法人会  会長
ともえカイロプラティック
代表              吉田 友恵 氏

「人を敬い、人に学び、人と共に」
熊本市倫理法人会　朝礼委員長
ビジネスイン うめさき
ナイトマネージャー   円城寺 勝幸 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「人吉市平成30年度事業について」
人吉市倫理法人会　会員
人吉市長 松岡 隼人 氏

法人レクチャラー　福岡県倫理法人会
北九州西区地区長
㈲三幸工業 植木 秀人 氏

「心の車検」
荒尾市倫理法人会　ＭＳ委員長
㈲橋本建設
代表取締役 門田 保則 氏

九州沖縄方面担当研究員　　　

 　嶌本 真人 氏
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
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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

「苦難・失敗・笑いにかえて」
あさぎり町ボランティア
観光ガイド 上杉 芳野 氏

「空を見上げてみませんか」

八代北倫理法人会　相談役
㈱水の子
オーナー会長 上村 茂則 氏

法人レクチャラー
福岡県倫理法人会　幹事長
㈱坂本建築設計事務所
代表取締役 坂本 靖男 氏

「出会いから生まれた夢の歯磨き、
 その七年の軌跡」

八代市 県　南
「理美容業に倫理をとり入れて」
人吉市倫理法人会　会長
㈱Ｕ-Brand
代表取締役 平瀬 裕一 氏

6 7
7/1
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海
の
日

3029

宇　城 県　央

「地域防災のための消防団」
「今後の農業の方向性」

中塘 万格人 氏

「心の中のメンター」
ヒューマン・コネクトマネジメント合同会社
代表取締役兼
パーソナルライフコーチ 倉渕 栄生 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「感謝と恩返し」
㈱オカムラ

岡村 仁美 氏

「ゆるぎない心」
新風道資料館　理事

穴井 和雄 氏

「苦難福門」
法人レクチャラー  沖縄県倫理法人会  会長
㈱Okicom
代表取締役社長 小渡　 玠 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

31

「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 伊波 啓太 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「熊本地震で生かされた倫理」
熊本東倫理法人会　研修委員長
阿蘇熊本空港ホテルエミナース
支配人 橋之口 茂 氏

「凡夫におけるささやかな倫理効果」
熊本市倫理法人会　会長
（同）瑞穂恒産
代表社員 河﨑 由紀夫 氏

「経営危機を乗り越えて
  （倫理法人会との出会い）」
法人レクチャラー
阿蘇倫理法人会　相談役
㈱スペック　代表取締役

高宮 今朝秀 氏

九州・沖縄方面
副方面長 宮内 秀樹 氏

「足下の実践を磨く」

歌手・司会・ナレーター

蓑田 実花 氏

「平和と家族と音楽と」

日本介護福祉士会
公益社団法人 日本介護福祉士会  会長
一般社団法人 熊本県介護福祉士会  会長 石本 淳也 氏

「超高齢社会に向けて」

家庭倫理の会八代市  生活倫理相談士
秋津書道講師 福原 えり子 氏

「何のために」

「栞の解説」DVDの勉強会
栞⑫：『得るは捨つるにあり』  
         （―捨我得全―）

法人レクチャラー
福岡県倫理法人会  幹事長
㈱坂本建築設計事務所 
代表取締役 坂本 靖男 氏

7/18㈬

場所：八代グランドホテル  18:30～19:30

● 経営者の集い（八代市倫理法人会）
　「己との闘い」

法人レクチャラー
沖縄県倫理法人会　会長
㈱Okicom　代表取締役社長 小渡　 玠 氏

7/23㈪

場所：パレア　第９会議室  18:30～20:10

● ナイトセミナー（熊本市南倫理法人会）
　「事業継承と子育て」

法人レクチャラー
筑紫倫理法人会　会長
ともえカイロプラティック
代表 吉田 友恵 氏

7/24㈫

場所：ホテルサンライト  18:30～19:30

● 経営者の集い（水俣芦北倫理法人会）
　「人生神劇」

熊本東倫理法人会　会長
行政書士山本孝二事務所 山本 孝二 氏

「倫理法人会夢実現への道」

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「レディースDAY 火の国の女 VOL.5」　
熊本市倫理法人会  女性副委員長　
㈱ホームスクリーン風景画  代表取締役
熊本市西倫理法人会  女性委員長
別所琴平神社　権禰宜　　　
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

江口 浩美 氏
藤岡 久子 氏
田上 寛美 氏

オ　ド　　　 カイ

オ　ド　　　 カイ

第５週の為休会


