
体育の日

2018年10月度 モーニングセミナー・行事カレンダー 央
県
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
東
北
県
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

「至誠惻怛 ～教育・経営・政治～」
山鹿市倫理法人会　幹事
㈲みやがわ　役員

荒尾市 県北東

「出会いを生かす」
名誉専任研究員

川又 久萬 氏

山鹿市 県北東

「会長職に感謝」
阿蘇倫理法人会　普及拡大委員長
阿蘇動物病院　院長 小嶋 維男 氏

「出合いに感謝、倫理指導で巧みに幸せに !!」
法人レクチャラー
熊本市倫理法人会  分封対策委員長
㈱アバンセ　代表取締役

「～熊本のみなさんありがとうございます～
　倫理の学びは幸せの出会い」
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

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「すなおな
荒尾市倫理法人会　
女性委員長
SAMAR　代表 菊池 順子 氏

玉名倫理法人会　普及拡大副委員長
坂梨剛昭事務所　代表 　坂梨 剛昭 氏 

「一度の出逢いが人生を変える
  ～接遇力の磨き方～」
玉名倫理法人会　会員
オフィス　テロワール
代表 松田 美穂 氏

「人生の歩み　半生を振り返る」

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

菊池合志 県北東

「フランスで学んできたこと～
 　料理の修業（行）を通して～」

熊本市 県　央 山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「得るは捨つるに有り」
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

村上 尊宣 氏

山本　 浩 氏

「まずやってみる　やめない」
熊本北倫理法人会　相談役

岡崎 源次 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「苦難福門」
玉名倫理法人会　専任幹事
菅税理士事務所 牛嶋 武司 氏

「純粋倫理による熊本地震復興の村づくり」
宇城倫理法人会　専任幹事
㈱菊芋堂 寺尾 　勇 氏

熊本市託麻 県　央

「日本人の命を守る農業と世界に誇れる農業」
㈲福馬果樹園　会長

福馬 則幸 氏

田窪 哲司 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

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東 熊本市 県　央
「相談役の目」

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 4

13

2 3

11/1 11/2 11/3

10/1

「天職」
熊本市南倫理法人会　事務長
㈲長迫木材　代表取締役 髙見 睦代 氏

熊本県倫理法人会　会長
㈱基設計　代表取締役 山本　 浩 氏

「倫理指導は人生の指針」

熊本市中央倫理法人会　専任幹事
ボナペティ　専務取締役

荒尾市 県北東

橋口 裕次 氏
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「倫理ビフォー・アフター」
熊本県倫理法人会　幹事長
㈱エイジス　代表取締役

 氏
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熊本県倫理法人会

水 木月 火

祝日の為 休会

5 6
9/30

「心の健康」
熊本市西倫理法人会　専任幹事
㈱Ｂ－Produce　代表取締役 島村 鉄兵 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」
ムーンムーン株式会社
代表取締役

「子ども達が幸せな未来を築く力をつける
  理想の教育」
（一社）WING  SCHOOL
代表理事 田上 善浩 氏

「出会いに感謝して」
玉名倫理法人会　普及拡大委員
アフラック募集代理店
木原　代表 木原 勇一 氏

「倫理経営（心の経営）の素晴らしさ」
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

「小さな自治体にこそ経営力」
南阿蘇村村会議員

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「万人幸福の栞　第11条」
熊本市託麻倫理法人会　会員
㈲高森牧場　代表取締役 高森 省吾 氏

青木 洋子 氏

太田 吉浩 氏

「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

「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

「すべて受け入れる」
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

菊池合志 県北東 熊本市 県　央

「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
公文式御幸笛田指導者

荒尾市 県北東

「心即太陽
  ～お客様に伝え続けていきたい想い～」
八代北倫理法人会　事務長
シルクィーン　サンクス
代表 青木 洋子 氏

山鹿市 県北東
「31年度所信表明」
菊池合志倫理法人会　会長
㈲隈部牧場 隈部 忠宗 氏

「実践力」
九州沖縄方面　方面長

菊池合志 県北東 山鹿市 県北東

30 31
「時の長さ 短さ」
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

29
「倫理と出会って改めて思う家族のこと」

中鶴 昭一 氏熊本東倫理法人会　会長
オグラドルフィン㈱　代表取締役社長

守田 英昭 氏

熊本市 県　央
「人生八転九起
　～多すぎる失敗から学んだこと～」
熊本市中央倫理法人会　監査
守田法律事務所　弁護士

荒尾市 県北東
「苦難福門」

牛嶋 武司 氏
玉名倫理法人会　専任幹事
菅税理士事務所　副所長

「出会いに感謝～倫理指導でさらに幸せに～」

田窪 哲司 氏

竹田 浩一 氏

立山 大二郎 氏

森本　 宏 氏

藤岡 久子 氏

熊本市倫理法人会　分封対策委員長
㈱アバンセ　代表取締役社長

熊本市倫理法人会　相談役　
㈲第一技販サービス　取締役会長　　
熊本市倫理法人会　相談役
中川医療建築コンサルタント　代表者　　
熊本市倫理法人会　相談役
（医）牧野皮膚科医院

大鳥居 弘次 氏
中川　 久 氏
牧野 良造 氏

「心即太陽～お客様に伝え続けたい想い～」
八代北倫理法人会　事務長
シルクィーン　サンクス
代表


