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水俣芦北 県　南

2018年10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：㈱大嶌屋　宇城市松橋町古保山2715-19
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
「フランスで学んできたこと　
　～料理の修業（行）を通して～」

「倫理指導で変われた私の運命」
熊本北倫理法人会　事務長
㈲ルゥ・デザイン装飾
代表取締役 　宮本 勝年 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

「終始一貫」
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八代北 県　南

八代市 県　南 熊本市中央 県　央

八代中央 県　南

球　磨 県　南

熊本市西 県　央

八代北 県　南

水俣芦北 県　南

「倫理の学びは幸せの出会い
 ～熊本のみなさん ありがとうございます～」
三重県四日市西倫理法人会　会長
㈱キャリアサークル
代表取締役 舘　 正代 氏

人吉市 県　南

八代市 県　南 熊本市中央 県　央

「日本一行きたい！玉名倫理法人会！」
玉名倫理法人会　副拡充委員長
居酒屋さくら  恋愛相談係
(主に男性によります ) 本田 房子 氏

「砂漠での気づき」
阿蘇倫理法人会　会長
江藤建設有限会社　
代表取締役 江藤 長利 氏

八代中央 県　南

球　磨 県　南

熊本市中央倫理法人会
専任幹事　ボナペティ　　橋口 裕次 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

八代市副市長

田中 浩二 氏

八代市倫理法人会　幹事
やつしろおもて㈱
本社代表 石本 博之 氏

「八代市の重点戦略」

「全て必然」　

5 6
9/30 10/1

宇　城 県　央

「当たり前の事を当たり前に」
熊本北倫理法人会　専任幹事
㈲ポニー　代表 中村　 修 氏

常清寺　副住職 金井 俊行 氏

「これから我々の行くべき道」
熊本市南倫理法人会　相談役
㈱リアルサービス
代表取締役 堤　 泰之 氏

「感謝と当たり前～ボランティア活動
  ・インド研修を経験して～」

YMCA学院講師

松岡 和良 氏

「恕修学　パート２」

医療法人いけざわ 池澤 千恵子 氏

「職場の教養の使い方
  倫理感を高める方法」

天　草 県　央
「倫理に出会った町の電気屋さん」
玉名倫理法人会　普及拡大委員長
㈱でんきのサントップ
代表取締役 石原 政孝 氏

天　草 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

天　草 県　央
「実践  実践  また  実践！」
法人スーパーバイザー
祇王運送㈱
取締役  相談役 伊藤 勇仁 氏

天　草 県　央
「人生は倫理が指針」
熊本県倫理法人会　会長
㈱基設計　代表 山本　 浩 氏

「反始慎終」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「倫理を学んで百歳  現役」　
法人レクチャラー
熊本市西倫理法人会　相談役
西田硝子㈱　会長

法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　県央副地区長
㈱ First
代表取締役 小佐井 憲彦 氏

西田 紀雄 氏

池田 由利子 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

「倫理の実践で日本一」
玉名倫理法人会　会長
マックスジェイティ㈱　 　　城戸 雄生 氏

「幸せは健康から」
熊本県倫理法人会　朝礼委員長
有限会社  松本運送
代表取締役 松本 眞二 氏

「人生後半が勝負」
法人アドバイザー
有限会社  戸栗製材所
会長 戸栗　 敏 氏

「これまでの歩みとこれから…」
熊本県議会議員
髙島和男事務所　 髙島 和男 氏

人吉市 県　南
「会長職を拝命して」
球磨倫理法人会　会長
㈾金澤自動車整備工場
代表取締役 金澤 英二郎 氏

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

鶴田 文生 氏

「会長辞令に感謝」
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

「実践に真心を込めて」
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

水俣芦北 県　南

「お役に徹する心得と実感」
球磨倫理法人会　専任幹事
坂本自動車整備工場　永田 伸悟 氏

人吉市 県　南

「反始慎終」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　MS委員長
㈱トライスター
代表取締役 小林 宗義 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「倫理と出会って改めて思う、  家族のこと」
熊本東倫理法人会　会長
オグラドルフィン㈱　
代表取締役 中鶴 昭一 氏

NPO法人  笑顔やっちろ
代表 有田 明美 氏

「生きる力」

八代市倫理法人会　広報委員長
株式会社  オカモト 中竹 浩介 氏

「おかげさま」

水俣芦北 県　南熊本市南 県　央
「大転換の時代　打つ手は無限」「一貫の倫理」

九州・沖縄方面担当研究員

　嶌本 真人 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

八代市 県　南 熊本市中央 県　央

八代中央 県　南

球　磨 県　南

法人アドバイザー
㈱ゲンキの平和堂
取締役 　藤本 定明 氏

法人スーパーバイザー
祇王運送㈱
取締役  相談役 伊藤 勇二 氏

「実践  実践  また  実践！」

宇　城 県　央

天　草 県　央
「出会いに感謝！倫理指導でさらに
  幸せに !!」
熊本市倫理法人会　分封対策委員長
㈱アバンセ
代表取締役 田窪 哲司 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

「その時、テレビ局は…熊本地震」
KAB熊本朝日放送
報道制作局長 塩田 賢俊 氏

人吉市 県　南
「視点を変える」
九州・沖縄方面担当研究員

嶌本 真人 氏

「一歩前進」
八代北倫理法人会　研修委員長
上村米殻店／中町サイクル
代表

水俣芦北倫理法人会　会長
㈲マツシタ不動産
代表取締役 森下 弘美 氏

「会長辞令に感謝です」

宇城倫理法人会  専任幹事
轟苑・湯森の里  代表 寺尾　 勇 氏

「純粋倫理による
  熊本地震復興の村づくり」

県　央

県　南

法人レクチャラー  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

「倫理経営で世界展開！
  明朗愛和の実践報告」

熊本市西
30 31

「明朗　愛和　心の経営」
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

熊本県倫理法人会　MS委員長
㈱トライスター
代表取締役 小林 宗義 氏

熊本市南 県　央

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㈱　会長 西田 紀雄 氏

休会

休会

八代北
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５週目の為 休会

５週目の為 休会

「栞の解説」DVDの勉強会
栞⑭：『希望は心の太陽である』
　　　（－心即太陽－）


