
2019年１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

仙台宮城野倫理法人会　灼熱の専任幹事
東京海上日動火災保険代理店
代理店主

1/25㈮

場所：玉名高等職業訓練校
　　　18:30～19:30

● ナイトセミナー
    （玉名倫理法人会）
「普及拡大2.0　　　　　　　　　　　～仙台宮城野のキセき～
 ～仙台宮城野のキセキ～」

東海林 薫 氏

法人レクチャラー
佐賀県倫理法人会　会長
有限会社ギャラリー有田
会長

1/28㈪

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）

「倫理実践での学び」

久保田 豊 氏

法人レクチャラー
宮崎県倫理法人会　広報委員長
㈱クリエート
代表取締役

1/24㈭

場所：阿蘇熊本空港ホテルエミナース
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （熊本東倫理法人会）

「会社が変わる～職場の教養～」

河野 太喜 氏

成人の日

金 土

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

「きめごと」
法人局教育業務部　研究員

　松枝 秀雄 氏

山鹿市 県北東

「転職10回したけれど」
熊本市託麻倫理法人会　監査
㈱フジ経理センター
代表取締役税理士 鍬田 経雄 氏

「年頭式」
阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「『職場の教養』16年！」
熊本北倫理法人会　幹事
医療法人いけざわこどもクリニック
株式会社RMK　代表取締役

池澤 千恵子 氏

福岡南倫理法人会　文教委員長
㈲ゆなさプロデュース
ゆなさ塾  代表 　浜田 安代 氏

「倫理と江戸しぐさで日本創生」

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

「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 藤岡 久子 氏

島村 鉄兵 氏

「倫理実践の偉力」
法人スーパーバイザー
大栄建設㈱ 三石 博明 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「実践力」
九州・沖縄方面長

森本　 宏 氏

「捨我得全」
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

熊本市託麻 県　央

「会員スピーチ　新年の抱負」

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
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「実践力」
九州・沖縄方面長

森本　 宏 氏

荒尾市 県北東
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「社長よ、自分自身をリストラせよ！」
山鹿市倫理法人会　会員
株式会社  八代プレハブ
代表取締役 満岡　 泰 氏
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「輝かしい2019年－倫理の学びに感謝ー」
熊本東倫理法人会　相談役
行政書士山本孝二事務所　 山本 孝二 氏

「心の車検」
荒尾市倫理法人会　会長
有限会社  橋本建設
代表取締役 　門田 保則 氏

「突撃隣のモーニングセミナー＠玉名倫理法人会」
仙台宮城野倫理法人会　灼熱の専任幹事
東京海上日動火災保険代理店
代理店主 東海林 　薫 氏

「一貫の倫理」
九州・沖縄方面  担当研究員

嶌本 真人 氏

「心から信じる !!」
熊本市西倫理法人会　専任幹事
㈱Ｂ-Produce
代表取締役

「目指す社長道、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

「倫理を通して違いに学ぶ」
法人レクチャラー
宮崎県倫理法人会　広報委員長
㈱クリエート　代表取締役 河野 太喜 氏

「倫理経営の特徴」
法人スーパーバイザー
野中産業㈱　社長 野中 真一郎 氏

阿　蘇 県北東

「黄金の言葉で私はスナオになれる」
福岡県那の津倫理法人会　事務長
美容室CoCoLo 山本 哲哉 氏

熊本北 県　央

31

「鉄と倫理」
法人レクチャラー　熊本市倫理法人会　相談役
㈲第一技販サービス
代表取締役 大鳥居 弘次 氏

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

吉田 秋正 氏

「健康法 即経営法」
熊本東倫理法人会　会員
㈱エス・エフ・シー
代表取締役 島田　 修 氏

菊池合志 県北東 熊本市 県　央

「足下の実践を磨く」
九州・沖縄方面  副方面長

荒尾市 県北東

「まぼろしの都、城下町菊池」
地域おこし協力隊
にぎわい創出プランナー 橋本 眞也 氏

「なぜ、倫理は普及が必要か」
法人レクチャラー
熊本市倫理法人会  普及拡大副委員長
黄檗建設株式会社　代表取締役

菊池合志 県北東 山鹿市 県北東

29 30
「ＳＤＧｓ  未来を変える17の目標」
山鹿市倫理法人会　会員
リバー　店長　
（一社）山鹿青年会議所
直前理事長 榊　 哲郎 氏

28
熊本市 県　央

荒尾市 県北東

「生きるということ」

南﨑 明美 氏

黄檗 賢二 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

「事業継承」
法人レクチャラー
佐賀県倫理法人会　会長
有限会社ギャラリー有田　会長 久保田 豊 氏

宮内 秀樹 氏

山鹿市 県北東熊本市 県　央

荒尾市 県北東

八代北倫理法人会  普及拡大委員長  研修委員長
32℃サロン　パストラル
代表

熊本市 県　央

荒尾市 県北東
「社員の支えで今がある」

寺﨑 晃嘉 氏

「過去の延長線上にある未来を変える！」
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

佐賀県倫理法人会　相談役
㈱創研　代表取締役会長

「日々考日」

松岡 和孝 氏
熊本市倫理法人会　ＭＳ委員長
行政書士  清水ヶ丘法務事務所
代表

「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

祝日の為 休会

元日のため休会

休  会

年始の為お休み 年始の為 休会

休  会

休  会

元日


