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水俣芦北 県　南
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2018年８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
天草会場：プラザホテル アネックス　天草市太田町16-1

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

研修部　研究員

松枝 秀雄 氏

「何のために -経営者と純粋倫理 -」「会長職に感謝～ありがとうの三年間～」
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

熊本市西 県　央

八代北 県　南

「潜在能力と倫理活動」　

「自分が変わる」

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

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
「体験は大事」
高橋稲荷神社　宮司

竹内　 博 氏

熊本市中央 県　央

八代中央 県　南

球　磨 県　南

熊本市西 県　央

八代北 県　南

水俣芦北 県　南

「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  総支配人 橋之口 茂 氏

人吉市 県　南

八代市 県　南 熊本市中央 県　央

「実践に心を込めて」
法人スーパーバイザー  福岡市中央倫理法人会
相談役
大江建築設計事務所  主宰 大江 義夫 氏

「教育についての思い」
八代市教育委員会　教育長

北岡　 博 氏

八代中央 県　南

球　磨 県　南

研修部長

　藤﨑 正剛 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

九州・沖縄方面
担当研究員 嶌本 真人 氏

八代市倫理法人会　相談役
ナイスガードヨシミ

吉見 元親 氏

「一貫の倫理」

「会長職３年間を振り返って」　

3 4
7/29

7/30 7/31

山
の
日

2726

「モーニングセミナー」
宇　城 県　央

「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 　西田 紀雄 氏

天　草 県　央
「倫理の学びと実践」
法人アドバイザー
株式会社 岩永組
代表取締役会長 岩永 研一 氏

天　草 県　央
「従流志不変」
天草倫理法人会　会長
株式会社サンライフ21　
代表取締役 原田 利治 氏

天　草 県　央
「念ずれば花ひらく」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　県北東副地区長
小代焼ふもと窯
代表 井上 泰秋 氏

天　草 県　央
「運命自招 プラス言葉をお使いですか？」
熊本市託麻倫理法人会　会長
株式会社フジイエネルギー
代表取締役 池田 由利子 氏

「お互いの健康　３原則」
宇城倫理法人会　相談役
㈲そうけん 高橋 一輔 氏

「７つの原理を受講して！（第１講）」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「幸せは健康から」　
熊本県倫理法人会　朝礼委員長
㈲松本運送　代表取締役

松本 眞二 氏

熊本北倫理法人会　普及拡大委員長
㈲正文堂　代表取締役

馬場口 一利 氏

球磨倫理法人会　会長
㈱優光　代表取締役 赤池 哲治 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

藤永 和広 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

「いのち・食べもの・農業、未来へ」
宇城倫理法人会　副会長
㈱うきうき森田農場
代表 森田 良光 氏

「足下の実践を磨く」
九州・沖縄副方面長

宮内 秀樹 氏

人吉市 県　南
「苦難・失敗　笑いに変えて」
あさぎり町ボランティア観光ガイド

上杉 芳野 氏

「時間の長さ短かさ」
熊本市西倫理法人会　会長
西田硝子㈱
代表取締役 西田 義伸 氏

「会長辞令に感謝です」
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

「「一日一生！」…「ただ生きる」より「よく生きる」」
熊本市中央倫理法人会　会員
こうやま祥一行政書士事務所
所長 香山 祥一 氏

熊本市中央 県　央

「倫理の会長を拝命して３年間の私」
球磨倫理法人会　会長
㈱優光　代表取締役 赤池 哲治 氏

八代中央 県　南

球　磨 県　南
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「一貫の倫理」
九州・沖縄方面
担当研究員 嶌本 真人 氏

「亡くなった父を活かす」
熊本市中央倫理法人会　ＭＳ委員長
田口合同事務所
代表者 田口 一法 氏

稲本農園 稲本 　薫 氏

「自然栽培の米つくり
  ～ 1年目から農薬がいらない～」

水俣芦北 県　南

「教わる事教える事」

熊本市西 県　央

八代北 県　南

八代市 県　南

熊本市西倫理法人会　普及拡大委員長
㈱ツガワ　営業 東家 剛司 氏

菊池合志倫理法人会　専任幹事
ペンションシャレー菊池

菊池 仁美 氏

「今輝く、今動く」

人吉市 県　南
「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 藤永 和広 氏生活倫理相談士

山鹿タクシー社員 江上 智昭 氏

「苦難福門　～月給10万円の男が
  ２億円の負債を背負って～」

熊本県倫理法人会　幹事長
㈱エイジス 川﨑 隆男 氏

「やれば出来る !!」

法人アドバイザー
㈲八王子屋 遠藤 洋徳 氏

「報恩・報謝・愛が全て！」

県　央

県　南

水俣芦北 県　南

「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

人吉市 県　南

「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 西田 紀雄 氏

熊本市託麻倫理法人会　会長
㈱フジイエネルギー池田 由利子 氏

「運命自招　六代目会長を受けて」

熊本市西 八代市 県　南

28 29 30
「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
代表取締役社長 藤永 和広 氏

「会長辞令に感謝です」
水俣芦北倫理法人会　会長
マツシタ不動産㈲ 森下 弘美 氏

「その一瞬を生きる！世界の劇的な
  転換期に －日々好日・人生神劇」
熊本県倫理法人会　監査
北里綜合法律事務所  代表社員北里 敏明 氏

八代北倫理法人会　会長
吉見自動車　代表者 吉見 和晃 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「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 平井 郁恵 氏

八代北

「栞の解説」DVDの勉強会

５週目のため休会５週目のため休会５週目のため休会

休 会 休 会

お盆休み（５週のため）休 会
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おそ　　　　　おし


