
7/18㈬

法人レクチャラー
佐土原準倫理法人会　会長
ステラビズ合同会社　代表社員 山田 光貴 氏

7/17㈫

場所：富士ホテル　18:30～

● 経営者の集い（山鹿市倫理法人会）
　「ハイと受ける」

法人レクチャラー
福岡県県南地区長
江口製菓㈱ 江口 健治 氏

場所：阿蘇の司ビラパークホテル　18:30～

● 経営者の集い（阿蘇倫理法人会）
　「すべての出合いに感謝」

海の日

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

荒木 孝昭 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東
「本物の経営」
名誉研究員

熊本市 県　央

「おいしいワインの飲み方」
荒尾市倫理法人会　会員
㈱あらき　代表

荒尾市 県北東

「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

山鹿市 県北東

「夫婦愛和がすべて」
法人レクチャラー
福岡県県南地区長
江口製菓㈱ 江口 健治 氏

「中小企業のお悩み解決 !! 認定支援機関の活用法」
阿蘇倫理法人会　会員
阿蘇青年会議所　理事長
山内経営経理事務所

「つながりを取り戻す」
玉名倫理法人会　　研修副委員長
㈱CCI ジャパン　代表取締役 元田 暁輝 氏

阿　蘇 県北東

「倫理に学んだこと」
阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「全一統体」
玉名倫理法人会　会長
マックスジェイティ㈱
代表取締役 　城戸 雄生 氏

熊本市倫理法人会　会員
㈱ヨネザワ
代表取締役社長 米澤 房朝 氏

「生きてきた」
シンガーソングライター
風の丘音楽工房

　関島 秀樹 氏

「人生は連続ドラマ」
法人レクチャラー
千葉県倫理法人会　副幹事長
千葉県京葉地区普及拡大最高特別名誉顧問　　
三恵㈱　代表取締役
山一産恊㈱　専務取締役　　 内山　昌紀 氏

「夢は必ず実現する」

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

「砂漠での気づき」
熊本市 県　央 山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「夫婦対鏡・家族とのつながり」
熊本東倫理法人会　専任幹事
オグラドルフィン㈱
代表取締役社長 中鶴 昭一 氏

「喜感謝のこころで」
法人スーパーバイザー
㈱綜和　代表 大村 秀明 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「運命自招」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　相談役 赤澤　 巖 氏

「この年になって感じるもの」
法人レクチャラー　熊本市倫理法人会  相談役
㈲第一技販サービス
代表取締役 大鳥居 弘次 氏

「本を忘れず、末を乱さず」

「SDGs（持続可能な開発目標）達成のためには？」
なないろネットワーク熊本

神田 みゆき 氏

熊本市託麻 県　央

「視点を変える」

「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

熊本市中央倫理法人会　会長
ナスドリーム　代表 奈須 悦雄 氏

山内 誠一朗 氏

福思企画　代表
遺品整理コーディネーター 山口 由弘 氏

荒尾市倫理法人会　会長
㈲加来建設　代表取締役 加来 恵美子 氏

九州・沖縄方面担当研究員

嶌本 真人 氏

「熊本地震からの復興と人材の育成」
熊本市倫理法人会　会員
熊本市議会議員

「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

三島 良之 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

菊池合志 県北東

平瀬 裕一 氏

熊本市 県　央

「活力朝礼を導入して１年」

「理美容業（経営）に倫理を取り入れて」
人吉市倫理法人会　会長
㈱U-Brand　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 玉　名 県北東

日

12 13 1410 119
「西郷どんの生涯」
勇薬局　代表

勇　 知之 氏

「生かされて今」
民泊　星の里　代表

赤星 千昭 氏

伊藤 慶輔 氏

菊池合志 県北東
「熊本地震で生かされた倫理～熊本地震4.16
 早朝全て判断は倫理観から～」
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

熊本市 県　央

「信成万事～潜在意識・言葉の力～」
八代北倫理法人会　専任幹事
Next Stage

荒尾市 県北東

「思いと気づき」
㈱峯樹木園　取締役会長

峯 　隆吉 氏

山鹿市 県北東
「心即太陽」
八代北倫理法人会　女性委員長
シルクィーン　サンクス 青木 洋子 氏 橋之口 茂 氏

宇都 進一郎 氏

阿蘇倫理法人会　専任幹事
江藤建設　有限会社
代表取締役

荒尾市 県北東

江藤 長利 氏
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「会長職３年間を振り返って…」
球磨倫理法人会　会長
㈱優光 赤池 哲治 氏

2322

30

熊本県倫理法人会

水 木月 火

「家族の『思い』が詰まった遺品を、
  あなたはどうしますか？」

熊本北 県　央

6 7
7/1

53 42

藤永 和広 氏

「会長職に感謝～ありがとうの３年間～」
八代市倫理法人会　会長
㈱藤永組　代表取締役

「感謝の経営」
法人レクチャラー
佐土原準倫理法人会　会長
ステラビズ合同会社
代表社員 山田 光貴 氏

「会長のお役をいただいて…」
佐賀市倫理法人会　会長
ひまわり労務管理サポート事務所
所長 /特定社会保険労務士 中島 啓子 氏

吉見 和晃 氏
八代北倫理法人会　会長
吉見自動車

久保山 文生 氏

熊本市 県　央

「楽しく暮らしたい、幸福に生きたい」

「常居其全」
熊本県倫理法人会　副会長
㈲球磨緑地　代表取締役

荒尾市 県北東

31

西川 征樹 氏
玉名倫理法人会　事務長
東洋農産㈱　代表取締役

29
29 を右に

祝日の為 休会

松風本家　正観寺丸宝
代表取締役 野口 征治郎 氏

「松風一筋50年」


