
法人レクチャラー
大分県杵築市倫理法人会　相談役
㈱加来商店　代表取締役

11/9㈮

場所：玉名高等職業訓練校
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （玉名倫理法人会）
栞 13条　
「本を忘れず、末を乱さず」

加来 　隆 氏

福岡市中央倫理法人会　相談役
㈱マリンホテル  代表取締役 國府 昭一 氏

11/14㈬

場所：阿蘇の司ビラパークホテル　18:30～

● 経営者の集い
　　（阿蘇倫理法人会）

「心の距離（社員との共感）」

法人レクチャラー  長崎県倫理法人会  ＭＳ委員長
㈲ｅプランニング  代表取締役 上村　 靖 氏

11/15㈭ ● 経営者の集い
　　（熊本市託麻倫理法人会）

「人間万事塞翁が馬」

法人レクチャラー  鹿児島県倫理法人会  中央副地区長
僕には夢がある社労士事務所  代表山内 卓弥 氏

11/19㈪

場所：水前寺共済会館グレーシア 18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（熊本市倫理法人会）

「家族の和が生みだすもの」
法人レクチャラー  福岡市早良倫理法人会 専任幹事
昭和産業　代表 太郎良 和孝 氏

11/28㈬● 経営者の集い
　　（熊本北倫理法人会）

「倫理を学び、父親と素直に話せた事」

法人レクチャラー  福岡県倫理法人会  普及拡大副委員長
㈲みつ葉企画 金子 陽子 氏

11/27㈫

場所：富士ホテル　18:30～

● 経営者の集い
　　（山鹿市倫理法人会）

「信成万事」
法人レクチャラー  長崎県島原倫理法人会  幹事
㈲ライフサービス  代表取締役 橋本 卓也 氏

11/29㈭● 経営者の集い
　　（熊本東倫理法人会）

「喜びと感謝の気持ちで生きること」

勤労感謝の日

文化の日

2018年11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

「「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㈱
代表取締役社長 　中鶴 昭一 氏

山鹿市 県北東

「人柄づくり」
福岡市中央倫理法人会　相談役
㈱マリンホテル　代表取締役 國府 昭一 氏

「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㈱
代表取締役社長

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

栞5条　「夫婦は一対の反射鏡」
法人レクチャラー
大分県杵築市倫理法人会　相談役
㈱加来商店　代表取締役 加来　 隆 氏

九州綜合サービス㈱
小岱工芸館／メディア交流館
館長 　菊池 泰宏 氏 

「子どもたちはかけがえのない日本や地域の宝」

玉　名 県北東

菊池合志 県北東 熊本市 県　央 山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「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
主宰 大江 義夫 氏

角岡 秀昭 氏

堤　 泰之 氏

「働き方改革について」
熊本北倫理法人会
福田社会保険労務士事務所
代表 福田 正寛 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「経営観」
法人スーパーバイザー
㈱ドゥアイネット
代表取締役 土井 幸喜 氏

「見方・聞き方・受け取り方で変わる」
法人レクチャラー  長崎県倫理法人会  ＭＳ委員長
㈲ｅプランニング
代表取締役 上村　 靖 氏

熊本市託麻 県　央

「夢は必ず実現する」
熊本市倫理法人会　会員
㈱メガネのヨネザワ
代表取締役社長 米澤 房朝 氏

中鶴 昭一 氏

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 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 11/1

106 75

「立派な社長道！道半ば」
八代市倫理法人会　会員
NPO法人  笑顔やっちろ
理事長 有田 明美 氏

菊池合志倫理法人会　会員
東和石油㈱　会長 和田野 清一 氏

「小魚は浅瀬で泳ぐ」

荒尾市 県北東
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「実践力」
九州・沖縄方面  方面長

森本　 宏 氏
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熊本県倫理法人会

水

木
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10/28

「至誠一貫」
熊本県倫理法人会　相談役
㈱藤永組　代表取締役会長 藤永 勝利 氏

「山鹿で生まれた私です！　    　
　～普及拡大委員長を拝命して～」
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

「エンディングの今、これから」
玉名倫理法人会　会員
㈱石結　代表取締役 原 　明宏 氏

「足下の実践を磨く」
九州・沖縄方面  副方面長

宮内 秀樹 氏

「時間を守ることの大切さ」
熊本市中央倫理法人会　副会長
かどおか歯科医院　院長

「日本語に隠された健康の秘密」
（一社）ＴＡＯ塾　代表理事

波多野 毅 氏

阿　蘇 県北東

「倫理の学び・出会い・実践に感謝」
法人レクチャラー  福岡市早良倫理法人会 専任幹事
昭和産業　代表 太郎良 和孝 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「元気があれば何でも出来る !!」
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

29 30

「倫理との出会いに感謝」
法人レクチャラー  長崎県島原倫理法人会  幹事
㈲ライフサービス
代表取締役 橋本 卓也 氏

「お墓参り実践の為の先祖祭祀とお墓の研修」
熊本北倫理法人会　会長
中央物流産業㈱
代表取締役

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 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

江上 智昭 氏

澤田 佳孝 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

「人材育成における『学び実践とは』」
菊池合志倫理法人会　事務長
株式会社 コッコファーム 横山 孝一 氏

菊池合志 県北東 熊本市 県　央

「視点を変える」
九州・沖縄方面  担当研究員

荒尾市 県北東

「視点を変える」
九州・沖縄方面  担当研究員

嶌本 真人 氏

「倫理経営（心の経営）の素晴らしさ」
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

菊池合志 県北東 山鹿市 県北東

27 28
「想いをつなぐ」
法人レクチャラー
福岡県倫理法人会　普及拡大副委員長
㈲みつ葉企画 金子 陽子 氏

26
熊本市 県　央

荒尾市 県北東
「運命自招
  ～主力事業が衰退の一途でどうしよう⁉」

江島　 勝 氏大分県宇佐市倫理法人会　副会長
㈲ THANX　代表取締役

「倫理と出会って～心の有様の変化」

高橋 亮子 氏

村上 尊宣 氏

「倫理を学べば商売楽勝！」
荒尾市倫理法人会　普及拡大委員長
からあげ虎一　代表 伊藤 圭一 氏

「すべては必然」
人吉市倫理法人会　普及拡大委員長
ジブラルタ生命  人吉支部 眞鍋郁子 氏

嶌本 真人 氏

法人レクチャラー  佐賀県倫理法人会  普及拡大委員長
㈱コーディネートスタジオ
ふろしき　代表取締役社長

熊本市 県　央

荒尾市 県北東
「覚悟を決めたら周りが変わり始めました」

平川 雅樹 氏

「父と僕ともう一人の僕」
法人レクチャラー  鹿児島県倫理法人会  中央副地区長
僕には夢がある社労士事務所
代表 山内 卓弥 氏

福岡県伊都倫理法人会　会長
㈲アサム　代表取締役

「苦難福門」
山鹿市倫理法人会　会員
㈲山鹿タクシー　社員

休 会

祝日の為 休会

祝日の為 休会

場所：神園山荘　18:30～19:30

場所：くまもと県民交流館パレア会議室３ 18:30～19:30

場所：阿蘇熊本空港ホテルエミナース　18:30～19:30


