
2018年12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

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

天
皇
誕
生
日

23

30 31

振
替
休
日

10

17

9

水俣芦北 県　南

木 金

土

熊本市南 県　央
「明朗愛和」「新しいカタチ･････」

法人レクチャラー　福岡県倫理法人会  ﾓｰﾆﾝｸ ｾ゙ﾐﾅｰ委員長
㈱小笠原　代表取締役
（センチュリー21小笠原）　小笠原 涼子 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

「心即太陽～お客様に伝え続けて
  いきたい想い～」

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

水俣芦北 県　南

「苦難福門～２種類の苦難の対し方～」
法人レクチャラー
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

人吉市 県　南

八代市 県　南 熊本市中央 県　央

「笑顔の実践で福が来る」
山鹿市倫理法人会　会長
有限会社セイデン
取締役 川上 とし江 氏

「〝普及〞が教えてくれたもの」
水俣芦北倫理法人会　副専任幹事
有限会社サンライフ　
代表取締役 杉迫 達也 氏

八代中央 県　南

球　磨 県　南

熊本市西倫理法人会　会員
㈲優明　取締役 　後藤 美智子 氏
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熊本県倫理法人会
モーニングセミナー委員長
㈱トライスター
代表取締役 小林 宗義 氏

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

「モーニングセミナー＋活力朝礼のちから」

「信成万事」　
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宇　城 県　央

「笑いが尽生を変える」
法人レクチャラー　大分県倫理法人会
事務長
㈲尾林　代表取締役社長 尾林 大生 氏

大嶌 法子 氏

「しなやかに生きる」
法人レクチャラー　人吉市倫理法人会  相談役
（医）平井整形外科
リハビリテーションクリニック平井 郁惠 氏

「女性が働くという事」

天　草 県　央
「一貫の倫理」
九州・沖縄方面　担当研究員

嶌本 真人 氏

天　草 県　央
「疾病信号（心の生活を変える）」
法人レクチャラー
大分県中津市倫理法人会　MS委員
㈲卯昇　代表取締役

樫本 昇治 氏

天　草 県　央
「富士山に誓ったこと」
天草倫理法人会　幹事
㈲天草産業
代表取締役 江﨑 貞利 氏

天　草 県　央
「倫理経営の素晴らしさ」
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 村上 尊宣 氏

「倫理の学びと実践」
法人スーパーバイザー

八代北倫理法人会　女性委員長
宇城倫理法人会　会員
㈱大嶌屋　代表取締役

藤岡 久子 氏

「倫理との出会いから会長拝命へ」
熊本西倫理法人会　会長
別所琴平神社　権禰宣

天野 純一 氏

「全て必然」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「先ずは小さな実践から」　
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㈲　取締役

八代北倫理法人会　専任幹事
Next Stage　代表 伊藤 慶輔 氏

森下 弘美 氏

「心のゆがみを知る」　
法人スーパーバイザー
㈱Coach　喜働
代表取締役 塩川 哲郎 氏

「まっすぐ」
山鹿市倫理法人会　ＭＳ委員長
日本生命保険（相）　 本山 由季 氏

「世間を知る」
後継者倫理塾　塾長
㈲球磨緑地
代表取締役 　 久保山 文生 氏

「苦難福門を体験した話」
球磨倫理法人会　事務長
㈱優光　代表取締役 赤池 哲治 氏

「LGBTの基本的理解と社内LGBT施策の考え方、進め方」
全国性教育研究団体連絡協議会  常任理事
熊本県性教育研究会  会長
ともに拓く LGBTQ+の会  代表 今坂 洋志 氏

「判断の基準」　
倫理経営インストラクター
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

「倫理法人会草創の頃について」
法人アドバイザー（参事）
㈱岩永組
代表取締役会長 岩永 研一 氏

「等身大で生きる」
熊本市中央倫理法人会　広報委員長
後藤事務所　代表 後藤 謙治 氏

人吉市 県　南
「倫理との出会いに感謝」
法人レクチャラー  奄美倫理法人会  会長
㈱HISANO通信システム　
代表取締役 久野　 博 氏

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

「倫理との出会いから会長拝命へ！」
熊本市西倫理法人会　会長
別所琴平神社  権禰宜 ⁄
公文式御幸笛田教室  指導者 藤岡 久子 氏

熊本市中央 県　央

「反始慎終」
八代市倫理法人会　幹事
やつしろおもて㈱
代表 石本 博之 氏

八代中央 県　南

球　磨 県　南
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「倫理を学んで」
熊本県北東地区長
グランツ㈱
代表取締役 吉田 秋正 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「倫理と出会って」
人吉市倫理法人会　研修副委員長
（一社）自閉症スペクトラム支援センター
にじ　代表理事 満石 理恵 氏

「僕が今、倫理をやる理由」
熊本市南倫理法人会　普及拡大委員長
マツダトータルソリューションズ㈱
専務取締役 北里 隆明 氏

「足下の実践を磨く」
九州・沖縄副方面長

宮内 秀樹 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「しなやかに生きる」
一般社団法人PranafullLife
代表 永吉 真夕 氏

八代北倫理法人会　会員
社会福祉法人　創和会
ケアライフ竜宮　施設長村山 賢一 氏

「縁あって」

法人スーパーバイザー  倫理経営インストラクター
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

「栞の、役・約・躍・厄・薬」

九州・沖縄方面　担当研究員

嶌本 真人 氏

「視点を変える」

県　央

県　南

熊本北倫理法人会
相談役 岡崎 源次 氏

「やればできる　やればわかる」

熊本市西 八代市 県　南

25 26 27
「倫理実践継続中
　（今年一年を振り返って）」
八代市倫理法人会　朝礼委員長
コンフォートガーデン
代表 大石 雄一 氏

「考えもしなかった熱烈なファンと
  綱渡り人生」
農業法人 ㈲福間果樹園
会長 福間 則幸 氏

熊本県倫理法人会　県央地区  副地区長
㈱ First
セールスマネージャ 小佐井 憲彦 氏

「倫理が後押ししてくれる即行・喜働」
熊本市南倫理法人会　副会長
サンエス設備機器㈱
営業部長 堂原 秀文 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「倫理を学んで 」
熊本県倫理法人会  県北東地区  地区長
グランツ㈱
代表取締役 吉田 秋正 氏

八代北

8

法人レクチャラー
福岡県倫理法人会　ﾓｰﾆﾝｸ゙ ｾﾐﾅｰ委員長
㈱小笠原　代表取締役
（センチュリー21小笠原）

12/3㈪

場所：パレア　9F ③会議室
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （熊本市南倫理法人会）

「倫理＝経営」

小笠原 涼子 氏

法人レクチャラー
奄美倫理法人会　会長
㈱HISANO通信システム　
代表取締役

12/4㈫

場所：アンジェリーク平安
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （人吉市倫理法人会）
「出会いに感謝 ～砂漠緑化活動での
  出会いが夫婦の絆を深めた～」

久野　 博 氏

法人レクチャラー
大分県中津市倫理法人会　MS委員
㈲卯昇　代表取締役

12/10㈪

場所：プラザホテルアネックス
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （天草倫理法人会）

「出会い（邂逅）」

樫本 昇治 氏

法人レクチャラー
大分県倫理法人会　事務長
㈲尾林　代表取締役社長

12/11㈫

場所：別所  琴平神社
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （熊本市西倫理法人会）

「誰かの為が力になる！」

尾林 大生 氏


