
法人レクチャラー  佐賀県倫理法人会  幹事長
ヤマトカンキョウ㈱
代表取締役 牧瀬 正和 氏

「社員の声に耳を傾ける」

場所：石倉　18:30～19:30

11/1㈭ ● 経営者の集い
   （球磨倫理法人会）
　

法人レクチャラー  有明佐賀倫理法人会  普及拡大委員長
㈲古賀機械
代表取締役 古賀 伸忠 氏

「素直な心で運をつかむ」

場所：八代グランドホテル　18:30～19:30

11/7㈬ ● 経営者の集い
  （八代市倫理法人会）
　

法人レクチャラー
福岡県福岡中央地区長
OLICE合同会社  代表

永杉 貴司 氏

「すなおな心」

場所：れすとらんボナペティ　19:00～20:00

11/1㈭ ● 経営者の集い
  （熊本市中央倫理法人会）　

宮崎市倫理法人会　会長
みやざき中央新聞
編集長 水谷 もりひと 氏

「仕事の感性に磨きをかける秘策」

場所：くまもと県民交流館パレア　18:30～20:30

11/29㈭● 特別ナイトセミナー
  （熊本市中央倫理法人会）　

法人レクチャラ―　中津市倫理法人会　相談役
角野集成材工業
代表者 角野 洋司 氏

「これが良い、喜べ」

場所：八代教育会館　19:00～20:00

11/8㈭ ● 経営者の集い
   （八代中央倫理法人会）
　

法人レクチャラー　沖縄県倫理法人会
普及拡大委員長
㈱BELLｚ　取締役 星　 真理 氏

「母をたずねて三千里」

場所：パレア９Ｆ⑨会議室　18:30～19:30

11/12㈪● 経営者の集い
  （熊本市南倫理法人会）
　

大分県中津市倫理法人会　会長
中信不動産㈲
代表取締役 瀬口 詠一郎 氏

「捨我得全～得るは捨つるにあり」

場所：㈱大嶌屋　19:00～20:00

11/12㈪● 経営者の集い
   （宇城倫理法人会）
　

法人レクチャラー  沖縄県倫理法人会  事務長
㈱愛知金属工業
代表取締役 仲宗根 祐一 氏

「後継者の役割～継承」

場所：ホテルサンライト　18:30～19:30

11/27㈫● 経営者の集い
  （水俣芦北倫理法人会）
　

勤労感謝の日
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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
「苦難福門～２種類の苦難の対し方～」
熊本県倫理法人会　県南地区長
那須セメント工業㈱
代表取締役 　那須 一郎 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

「倫理６年間の軌跡」

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

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

八代市 県　南 熊本市中央 県　央

「足元の実践を磨く」
九州・沖縄方面　
副方面長 宮内 秀樹 氏

八代中央 県　南

球　磨 県　南
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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

法人レクチャラー
有明佐賀倫理法人会　普及拡大委員長
㈲古賀機械
代表取締役 古賀 伸忠 氏

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

「倫理で人生を面白く！」

「運命自招」　

2 3
10/28

宇　城 県　央

私の「倫理活動と武士道・居合道」
熊本市西倫理法人会　相談役
つぼみ瓦工業㈾ 　莟　 和弘 氏

「人生が変わる１％の法則」
玉名倫理法人会　副会長
㈱アジュール
代表取締役 黒木 俊吉 氏

「後継者倫理塾に学ぶ」
法人レクチャラー　沖縄県倫理法人会
普及拡大委員長
㈱BELLｚ　取締役 星　 真理 氏

球磨倫理法人会　会長
㈾金澤自動車整備工場
代表社員 金澤 英二郎 氏

「会長職を拝命して」

法人レクチャラー  大分県中津市倫理法人会
会長　中信不動産㈲
代表取締役 瀬口 詠一郎 氏

「親子の絆～富士研での気付き」

玉泉院  宇土会館
館長 辻　 秀作 氏

「終活の今の現況」

天　草 県　央
「足下の実践を磨く」
九州・沖縄方面  副方面長

宮内 秀樹 氏

天　草 県　央
『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　副研修委員長
阿蘇熊本空港ホテルエミナース
総支配人 橋之口 茂 氏

天　草 県　央
「今までを振り返って…」
天草倫理法人会　専任幹事
ジブラルタ生命保険㈱　
本渡営業所 上田 涼太 氏

天　草 県　央
「倫理との出会い・恩送り」
熊本県倫理法人会　女性委員長
シホ・サンフラワー
代表 井手 志保 氏

「実践力」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「倫理経営のもとで働く会社員」　
人吉市倫理法人会　幹事　朝礼委員長
㈱エイジス　人吉店

法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　相談役

赤澤　 巖 氏

都登 祐樹 氏

牧瀬 正和 氏

「倫理と初心」　
人吉市倫理法人会　専任幹事
ジブラルタ生命　人吉支部
所長 江隈 利洋 氏

「足下の実践を磨く」
九州・沖縄方面  副方面長

　 　　宮内 秀樹 氏

「念ずれば花ひらく」
熊本県北東副地区長
小代焼　ふもと窯　 　　井上 泰秋 氏

「勇気の出る言葉、役立つ言葉、楽しい言葉」
熊本市中央倫理法人会　相談役
税理士法人　絆
所長 隈部 幸一 氏

「『南阿蘇鉄道』復活に向けて」
南阿蘇鉄道株式会社
専務取締役 津留 恒誉 氏

「自分の我がままが家庭に及ぼす」
法人レクチャラ―　中津市倫理法人会　
相談役　角野集成材工業
代表者 角野 洋司 氏

久保山 文生 氏

「新生の発見」
倫理経営インストラクター　法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　後継者倫理塾　塾長
㈲球磨緑地
代表取締役 久保山 文生 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「夫婦と親子の倫理」
法人レクチャラー
沖縄県倫理法人会　事務長
㈱愛知金属工業
代表取締役 仲宗根 祐一 氏

「自然栽培の米つくり
　一年目から農薬がいらない」
八代北倫理法人会
稲本農園　代表　 稲本　 薫 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「動より生ずる！
　～その時どう動いたか！～」
名古屋市名東区倫理法人会　相談役
㈱クリエイト・ハーモニー
代表取締役 大竹 美保子 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

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

「地方税の電子総合窓口等について」
人吉市役所　諸税係　主任　

椎葉 博紀 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「倫理の学びと実践」
法人スーパーバイザー
鹿児島県倫理法人会  相談役
㈲天野電装
代表取締役 天野 純一 氏

八代北倫理法人会　相談役
㈱水の子
代表取締役 上村 茂則 氏

「万物生 （々運を呼び込む）」

山鹿市倫理法人会　専任幹事
㈲木庭木工房
代表取締役 木庭 繁明 氏

「倫理に出会って」

法人スーパーバイザー
㈱岩田組
代表取締役副社長 岩田 三千生 氏

「万人幸福の栞　第一章を学ぶ」

八代市倫理法人会　会員
株式会社　漱石
代表取締役 山本 雅子 氏

「倫理と漱石の歴史の関わり」

八代市 県　南 熊本市中央 県　央

八代中央 県　南

球　磨 県　南

法人レクチャラー
熊本県倫理法人会
相談役 赤澤　 巌 氏

「運命自招」 「小さなことに磨きをかける」　
法人レクチャラー
佐賀県倫理法人会　幹事長
ヤマトカンキョウ㈱
代表取締役

「恩意識」
法人レクチャラー
福岡県福岡中央地区長
OLICE合同会社  代表 永杉 貴司 氏

「新世の発見」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会
後継者倫理塾　塾長
㈲球磨緑地 代表取締役

八代北 県　南

県　央熊本市西
27 28

「神も仏もある世界（藤崎八旛宮の
　雑用係としての20年）」
ワークサポート
来（みらい） 河北 壮一 氏

九州・沖縄方面  方面長　　　　　

森本　 宏 氏

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

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「実践力」
九州・沖縄方面  方面長

森本　 宏 氏

八代市 県　南 熊本市中央 県　央

「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
代表社員 金澤 英二郎 氏

八代中央 県　南

球　磨 県　南

29 30
「変態になって翼を得る」
宮崎市倫理法人会　会長
みやざき中央新聞
編集長 水谷 もりひと 氏

「凡事徹底～24時間をデザインする～」
熊本県宇城市教育長
熊本県立大津高等学校
サッカー部 総監督 平岡 和徳 氏

10

「栞の解説」DVDの勉強会
栞⑮：『信ずれば成り、憂えれば
　　　崩れる』（－信成万事－）

祝日の為 休会

祝日の為 休会

休 会


