
玉名倫理法人会　会員
レイア  代表

8/8㈬

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）

「ＳＮＳの今‥ 何をどう使う⁉」

山の日

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

井上 茂勝 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東 熊本市 県　央

「倫理が教える幸福のヒント」
参与

山口 哲也 氏

「倫理と出会って学んだこと、
  気づいたこと、実践していること」
大阪天王寺区倫理法人会　幹事
ヘアメイク　ガラクタ

荒尾市 県北東

「足下の実践を磨く」
九州・沖縄方面　副方面長　　　　

宮内 秀樹 氏

山鹿市 県北東

「復興支援について」
阿蘇倫理法人会　
岡本酒店　代表取締役 岡本 宗徳 氏

「積極的な傾聴による気付き力の強化」
熊本東倫理法人会　広報委員長
我逢人合同会社  
代表社員

「気付きと実践」
玉名倫理法人会　幹事
右田けんご事務所　代表 右田 憲吾 氏

メガネの大宝堂
代表取締役社長 布田 善久 氏

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「日本語に隠された健康の秘密」
一般社団法人  ＴＡＯ塾
代表理事 波多野 毅 氏

法人スーパーバイザー
鹿児島県薩摩川内市倫理法人会　相談役
㈱宇都組／みやこ興産㈱
取締役会長 　宇都 要一 氏

「県民の幸感力を高めるために」
玉名倫理法人会　顧問
熊本県議会議員 浦田 祐三子 氏

「倫理で活きる」

玉　名 県北東

菊池合志 県北東
「心即太陽～お客様に伝え続けていきたい想い～」
熊本市 県　央 山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「本を忘れず末を乱さず」
㈱セレン　代表取締役

井上　 幸 氏

「やれば出来るを発見した人 - 丸山敏雄先生 -」
法人アドバイザー
㈲不動産トレードセンター
代表 長野 俊臣 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「ヴォルターズの奇跡」～熊本ｳ ｫ゙ﾙﾀｰｽﾞはこうやって誕生した！～
熊本東倫理法人会　会員
オートメッセ㈱住永企業
代表取締役 住永 栄一郎 氏

「一貫の倫理」
九州・沖縄方面
担当研究員 嶌本 真人 氏

熊本市託麻 県　央

「人材育成について」
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 氏金只 成人 氏

「苦難福門」
熊本県倫理法人会　県南副地区長
那須セメント工業㈱
代表取締役 那須 一郎 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

山田 達子 氏

熊本市 県　央
「倫理との出会いが道をひらく」
熊本東倫理法人会　女性委員長
アロマパルファンサロン
代表

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 2

10 117

8/17/30 7/31

6
「中野流哲学」
㈲恵荘　会長

中野 恵二 氏

「人生を預かる」
菊池合志倫理法人会　会員
医療法人　いけざわこどもクリニック
㈱ＲＭＫ　代表取締役 池澤 千恵子 氏

八代北倫理法人会　女性委員長
シルクィーン  サンクス　代表

荒尾市 県北東

青木 洋子 氏

5
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「出会いに感謝」
熊本県倫理法人会　県北東副地区長
小代焼　ふもと窯　代表者 井上 泰秋 氏

2019

熊本県倫理法人会

水 木

月 火

3 4
7/29

「人生履歴と倫理」
法人スーパーバイザー
熊本県倫理法人会　相談役
おがたﾌｰﾄ ｻ゙ｰﾋ ｽ゙㈲  代表取締役 緒方 一義 氏

「倫理ビフォーアフター」
倫理経営インストラクター
熊本県倫理法人会　幹事長
㈱エイジス　代表取締役 川崎 隆男 氏

「女子神職として学習塾指導者としての倫理の実践」
熊本市西倫理法人会　女性委員長
別所琴平神社　権禰宜 藤岡 久子 氏

畠田 大地 氏

「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　代表

「玉名倫理法人会の活力に押されて」
玉名倫理法人会　ＭＳ委員長
㈲ライフケア　代表取締役 山中 重子 氏

「一年を振り返って」
玉名会員

平成30年度　幹事の皆様

「感謝～出会ってくれた皆さんにありがとう～」
熊本北倫理法人会　副会長
（医・社）寿量会　熊本機能病院

熊本北倫理法人会
（医・社）寿量会　熊本機能病院
顧問（皮膚科医）

田畑 隆次 氏

「倫理に学ぶ！インターンシップ生の就活支援」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　県央地区長
井手税理士・総合会計事務所
所長 井手 庸文 氏

山鹿市 県北東

「一貫の倫理」
九州・沖縄方面 担当研究員

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央

蔦本 真人 氏

「倫理経営で人財育成」
人吉市倫理法人会　会長
㈱U-Brand　代表取締役 平瀬 裕一 氏

熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東
「天職」
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

31

「会長最後のモーニング」
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

「『非常識』を『常識』にイノベートする。
  斬新な快眠アイテムを開発」
ムーンムーン㈱
代表取締役 竹田 浩一 氏

26

第５週の為 休会

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

「常居其全」

「ロービジョンフットサル日本代表チーム
  支援活動について」

「カビとの付き合い」

小野 友道 氏

菊池合志 県北東

江口 浩美 氏

熊本市 県　央

「3年間を振り返って」

「人生は全て挑戦であるのでは…」
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

荒尾市 県北東

山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央

28 29 30
「会長として３年間 ふりかえる」
山鹿市倫理法人会　会長
㈲木庭木工所　代表取締役

木庭 繁明 氏

27

加来 恵美子 氏
荒尾市倫理法人会　会長
㈲加来建設
代表取締役会長

法人スーパーバイザー
千葉県倫理法人会　後継者倫理塾　塾長
㈱ハナノイ　代表取締役 花野井 勝浩 氏

「新生の発見」

荒川 裕子 氏


