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水俣芦北 県　南

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

熊本市南 県　央

中塘 万格人 氏

「明朗愛和と心の経営」「倫理の表情」
熊本市南倫理法人会　会長
㈱あおい警備保障
代表取締役 　大橋 武司 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

「チームワーク」

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
新役員紹介
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

「実践力」
九州・沖縄方面長

森本　 宏 氏

人吉市 県　南

八代市 県　南 熊本市中央 県　央

「人生は今日が始まりだ」
八代中央倫理法人会　会員
㈱八代プレハブ
代表取締役 満岡　 泰 氏

「人・企業・地域の"魅せ方""伝え方"」
くまもと経済・㈱地域情報センター
社長 徳永 　親 氏

八代中央 県　南

球　磨 県　南

熊本県倫理法人会　県央地区長
㈱エコファクトリー
代表取締役社長 　村上 尊宣 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

八代市倫理法人会　会長
㈱豊田工業所
代表取締役社長 豊田 昌裕 氏

一般社団法人 八代圏域雇用促進センター
事務局長

木村 健一郎 氏

「会長職を拝命して…」

「実践に真心を込めて」　

7
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「地域防災のための消防団」
「今後の農業の方向性」

宇　城 県　央

「志と努力」
法人アドバイザー

日髙 新作 氏

松岡　 勉 氏

「理美容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 平瀬 裕一 氏

「夢への挑戦」

天　草 県　央
「強情と苦難」
熊本県倫理法人会　幹事長
㈱エイジス
代表取締役 川﨑 隆男 氏

天　草 県　央
「信成万事：信じるとは…」
玉名倫理法人会　副専任幹事
㈱玉名サンクリーン
専務取締役 大城戸 ますみ 氏

天　草 県　央
「生かされていることに感謝」
熊本市倫理法人会　ＭＳ副委員長
日本生命保険（相） 島尻 順子 氏

天　草 県　央
「先ずは小さな実践から」
熊本県倫理法人会　県南副地区長
マツシタ不動産㈲　
取締役 森下 弘美 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

「倫理経営の素晴らしさ！」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「新年度へ向けての決意発表」　
平成３１年度新役員一同

法人スーパーバイザー
㈱大江建築設計事務所
代表取締役 大江 義夫 氏

「今、意識的に大切にしていること」　
水俣芦北倫理法人会　会長
永田 渉税理士事務所

永田　 靖 氏

「出逢いに感謝・倫理に感謝」
阿蘇倫理法人会　相談役
阿蘇動物病院　院長　 小嶋 維男 氏

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

「これから地方の行くべき道」
法人レクチャラー 熊本市南倫理法人会 相談役
株式会社リアルサービス
代表取締役 堤　 泰之 氏

「会長職を拝命して…」　
八代市倫理法人会　会長
㈱豊田工業所
代表取締役 豊田 昌裕 氏

「人材育成について」
鈴木電設株式会社
代表取締役 鈴木 健太 氏

人吉市 県　南
「新年度へ向けての決意発表」
平成31年度新役員一同

平瀬 裕一 氏他

「就職・再就職を支援する立場から」
若者サポートステーションやつしろ
所長 北里 明子 氏

「ヒラ社員から熊本市長へ
   ～4383日の軌跡～」
幸山政史の会　代表 幸山 政史 氏

熊本市中央 県　央

「生きる力」
熊本県倫理法人会　事務長
NPO法人  笑顔やっちろ
理事長　 有田 明美 氏

八代中央 県　南

球　磨 県　南

28

新年度出発式
水俣芦北倫理法人会
31年度役員 永田 　靖 氏他

「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 副会長
井手税理士・
総合会計事務所 井手 庸文 氏

「実践力」
九州・沖縄方面長 森本　 宏 氏

「日々考日～そこから何を感じたのか～」
熊本市倫理法人会　ＭＳ委員長
行政書士
清水ヶ丘法務事務所 松岡 和孝 氏

一般社団法人 八代圏域雇用促進センター
事務局長 木村 健一郎 氏

「仕事の向き」

法人レクチャラー 玉名倫理法人会 幹事
㈱玉名サンクリーン大城戸 ますみ 氏

「信成万事：信じるとは」

コンサルタント  トクシ　代表
鏡まちづくり協議会
事務局長 徳田　 司 氏

「今、なぜ八代・天草架橋か」

県　央

県　南

水俣芦北 県　南

「県南副地区長辞令に感謝です」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　県南副地区長
マツシタ不動産㈲
代表取締役 森下 弘美 氏

人吉市 県　南

「一期﨑畳店 創業100年を振り返って」
合資会社  一期﨑畳店
代表社員 一期﨑 智太郎 氏

八代市倫理法人会　幹事
㈾大石工務店　 大石 俊成 氏

「父を語る」

熊本市西 八代市 県　南

25 26 27
「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
総支配人 橋之口 茂 氏

「全て受け入れる」
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　県央地区長
㈱エコファクトリー
代表取締役 村上 尊宣 氏

「倫理と音楽と私」
熊本市西倫理法人会　相談役
西田硝子㈱
代表取締役 西田 義伸 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「終生苦難の受け切り」
熊本県倫理法人会　研修委員長
㈲平野電工　代表取締役

平野 公夫 氏

八代北
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