
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

熊本県倫理法人会

振替休日

金

土

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

「倫理と出会って」

荒尾市倫理法人会　青年委員長
日本生命保険（相）荒尾営業部 営業部長

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

山鹿市 県北東

「新世の発見」
法人スーパーバイザー
㈲花野井商店　代表取締役 花野井 勝寛 氏

「職業訓練校（30年余）でのユニークな
  人材育成の実践例」
沖縄県ＭＳ委員会　副委員長
㈱ TerraceＲadiant  代表取締役

「倫理の持つ表情」
熊本市南倫理法人会　会長
㈱あおい警備保障
代表取締役 大橋 武司 氏

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「社員の笑顔と日本創生」
玉名倫理法人会　副会長
㈱プロスパー　
代表取締役社長 本多 好男 氏

㈱セレン　代表取締役

　井上　 幸 氏 

「活かしきる」
法人スーパーバイザー
東京都豊島区倫理法人会　相談役
アーティステイック  コミュニティ
代表 工藤 直彦 氏

「社員が輝く職場環境づくり」

玉　名 県北東

菊池合志 県北東
「倫理で出会った人と言葉」
熊本市 県　央 山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

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

米澤 房朝 氏

「『念ずれば花ひらく』坂村真民さんとの出会い」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　県北東副地区長
小代焼　ふもと窯 井上 泰秋 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「西郷どんの一生」
作家、郷土史家、
西南戦争研究家 勇　 知之 氏

「職場の教養の使い方  倫理感を高める方法」
熊本北倫理法人会　会員
㈱ＲＭＫ　代表取締役 池澤 千恵子 氏

熊本市託麻 県　央

「本当の終活～笑顔で最期を迎えるために～」
玉名倫理法人会　会員
CLean Harmony　代表
（コミュニティーカフェ希望の家） 久保 裕美 氏島袋 清榮 氏

「社長を全うする」
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

熊本東 県北東

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

宮内 秀樹 氏

熊本市 県　央
「足元の実践を磨く」
九州・沖縄方面　副方面長

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
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3
「倫理実践で得たもの失くしたもの」
法人レクチャラー
福岡県筑紫倫理法人会　会長
ともえカイロプラクティック
代表 吉田 友恵 氏

「倫理との出会い」
玉名倫理法人会　幹事
レイア　代表 荒川 裕子 氏

熊本市南倫理法人会　ＭＳ委員長
㈲ＣＡＭ建築設計事務所

荒尾市 県北東

宮村 陶太 氏

2

13 14 1511 12109

21 2218 19 20
「倫理に出会って」
荒尾市倫理法人会　事務長
月瀬簡易郵便局　局長 齋藤 有史 氏
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休  会
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年末年始の為 休会
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「実践の偉力」
法人スーパーバイザー
福岡県倫理法人会　相談役
ナガノ電気㈱　代表取締役 長野 正治 氏

「アテネ創業50周年の講話」
山鹿市倫理法人会　会員
㈱アテネ　代表取締役会長 　本山　 繁 氏

玉　名 県北東

29

「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 青木 洋子 氏

「働くことは　すばらしい」
熊本市倫理法人会
㈱ヨネザワ
代表取締役

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

熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東
「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

28

「苦難福門」～二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

「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 村上 尊宣 氏

「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
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23

30

「僕が今、倫理をやる理由」

北里 隆明 氏

菊池合志 県北東

菊池合志 県北東

井上　 保 氏

熊本市 県　央
「異業種を経験したからこそ見えた
　業界の非常識」
株式会社アクセント
代表取締役

山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央

25 26 27
「家族との固い絆が自分を強くする」
福岡県筑紫倫理法人会　モーニングセミナー委員長
有限会社  平石土木
代表取締役 　平石 洋介 氏

24

「天職」

髙見 睦代 氏
熊本市南倫理法人会　事務長
長迫木材㈲　代表取締役

「夫婦愛和がすべて」

江口 健治 氏
法人レクチャラー
福岡県県南地区　地区長
㈱江口製菓  代表取締役会長

荒尾市 県北東
「“すなお”が一番…ただ今実践進行中！」

平野 美佐子 氏
熊本市倫理法人会　副専任幹事
㈱公明不動産　取締役

「倫理が夢を思い出させてくれました！
  ～ロサンゼルス倫理法人会に入会して～」

山内 佐智子 氏

熊本市 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 森下 弘美 氏

迫野 芳紀 氏
荒尾市倫理法人会　幹事
㈲煌り　代表取締役

法人レクチャラー
福岡県筑紫倫理法人会　会長
ともえカイロプラクティック
代表

12/2㈰

場所：コッコファーム
　　　18:00～19:00

● 経営者の集い
    （菊池合志倫理法人会）

「人生神劇」

吉田 友恵 氏

沖縄県ＭＳ委員会　副委員長
㈱ TerraceＲadiant
代表取締役

12/5㈬

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）

「夫婦道こそ倫理実践の要だ‼」

島袋 清榮 氏

法人レクチャラー
福岡県県南地区　地区長
㈱江口製菓　代表取締役会長

12/10㈪

場所：ホテルヴェルデ
　　　19:00～20:00

● 経営者の集い
    （荒尾市倫理法人会）

「すべての出合いに感謝」

江口 健治 氏


