
敬老の日

振替休日

2018年９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

玉　名 県北東

菊池合志 県北東 熊本市 県　央

「役員決意発表」
荒尾市倫理法人会　役員

荒尾市 県北東

「会長になって！」
山鹿市倫理法人会　会長
㈲セイデン　取締役 川上 とし江 氏

山鹿市 県北東

「倫理を学んで」
竹田市倫理法人会　会長
㈱姫野一郎商店　課長 姫野 知俊 氏

「運命自招～六代目会長を終えて～」
法人レクチャラー
熊本市託麻倫理法人会  副会長
㈱フジイエネルギー  代表取締役

「足下の実践を磨く」
九州・沖縄方面  方面長

宮内 秀樹 氏

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「全て受け入れる ～返事はハイか yes‼～」
熊本県倫理法人会　普及拡大委員長
㈱藤永組　代表取締役社長 藤永 和広 氏

熊本県倫理法人会　会長
㈱基設計　代表取締役 　山本　 浩 氏 

「実践  実践  また  実践！」
法人スーパーバイザー
祗王運送㈱
取締役　相談役 伊藤 勇二 氏

「倫理指導は人生の指針」

玉　名 県北東

菊池合志 県北東
「倫理と私」
熊本市 県　央 山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「新会長挨拶～たどりついたらいつも失敗～」
熊本北倫理法人会　会長
中央物流産業㈱　代表取締役 澤田 佳孝 氏

「俺たちのＢ１昇格は夢なんて言わせない」
熊本ヴォルターズ㈱ ＧＭ
統括責任者 西井 達朗 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「１日１日を大切に生きる」
熊本市託麻倫理法人会　会長
㈱九州自然環境研究所
代表取締役 中園 朝子 氏

「倫理指導は人生の指針」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　会長
㈱基設計　代表取締役 山本　 浩 氏

熊本市託麻 県　央

「覚悟を決めるとき」
熊本東倫理法人会　会長
オグラドルフィン㈱
代表取締役社長 中鶴 昭一 氏池田 由利子 氏

「足下の実践を磨く」
九州・沖縄方面  副方面長

宮内 秀樹 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

堤　 泰之 氏

熊本市 県　央
「これから我々の行くべき道」
法人レクチャラー
熊本市南倫理法人会　相談役
㈱リアルサービス　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
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3
「西郷隆盛の教え」
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

熊本市倫理法人会　会員
㈲やま弥　代表取締役会長

荒尾市 県北東

野島 規子 氏
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21 2218 19 20
「商売を始めて50年　倫理を始めて20年」
法人スーパーバイザー
熊本県倫理法人会　相談役
おがたフードサービス㈲
代表取締役 緒方 一義 氏

1716

熊本県倫理法人会

水 木月 火

祝日の為 休会

祝日の為 休会

7

9/1
8/26

秋
分
の
日

「先人たちの知恵を未来の子ども達につなぐ」
熊本市中央倫理法人会　普及拡大委員長
㈱サポート　代表 梅田 竜嗣 氏

「新年度三役および各委員長の所信表明」
熊本市倫理法人会
31年度新三役および各委員長

「倫理指導は人生の指針」
熊本県倫理法人会　会長
㈱基設計　代表取締役 山本 　浩 氏

「砂漠での気づき」
阿蘇倫理法人会　会長
江藤建設㈲　代表取締役社長 江藤 長利 氏

「生きるということ」
八代北倫理法人会　普及拡大委員長兼研修委員長
32℃サロン  パストラル
代表 南﨑 明美 氏

玉　名 県北東

29

「輪廻転生」
玉名倫理法人会　朝礼委員長
㈲里野建設　専務 里野 寿一 氏

「平成31年度熊本北倫理法人会  新役員挨拶」
熊本北倫理法人会　役員

宇城倫理法人会　副会長
㈱うきうき森田農場
代表取締役

熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東
「会長を拝命させて頂いて！」
熊本市西倫理法人会　会長
別所琴平神社　権禰宜
公文式御幸笛田教室　指導者 藤岡 久子 氏

28

「会長を拝命させて頂いて！」
熊本市西倫理法人会　会長
別所琴平神社　権禰宜 藤岡 久子 氏

「苦難福門」
山鹿市倫理法人会　会長
㈲セイデン　取締役 川上 とし江 氏
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30

「いのちと環境の世紀を生き抜く」

森田 良光 氏

菊池合志 県北東

橋之口 茂 氏

熊本市 県　央

「生きる力」

「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　研修副委員長
阿蘇熊本空港ホテルエミナース
支配人

荒尾市 県北東

山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央

25 26 27
「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
専務 伊波 啓太 氏

24

有田 明美 氏熊本県倫理法人会　事務長
ＮＰＯ法人 笑顔やっちろ  代表

「倫理を学んで」

吉田 秋正 氏
熊本県倫理法人会
県北東地区  地区長
グランツ㈱　代表取締役

「反始慎終」

小林 宗義 氏
熊本県倫理法人会　ＭＳ委員長
㈱トライスター
代表取締役

＊阿蘇倫理法人会
９月６日、９月13日の会場が
赤水公民館へ変更となりました。


