
法人レクチャラ―　大分県倫理法人会　監査
㈱ツツミ技研
代表取締役  会長 堤 滉次郎 氏

「『学んだこと』は、即実行」

場所：パレア９Ｆ⑨会議室　18:30～19:30

1/21㈪ ● ナイトセミナー
　 （熊本市南倫理法人会）
　

● 経営者の集い
　 （八代市倫理法人会）
　

法人レクチャラー  春日なかがわ倫理法人会  MS委員長
第一生命保険㈱
上級特別営業主任 嘉悦 涼子 氏

「運命自招」

場所：ホテルサンライト　18:30～19:30

1/22㈫ ● 経営者の集い
　 （水俣芦北倫理法人会）
　

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：八代グランドホテル　18:30～19:30

1/23㈬

法人レクチャラー  福岡県倫理法人会　文教委員会 委員長
㈱ＢIG ROAD
最終責任者　　 金川 俊一 氏

「共感動 !!」

場所：アンジェリーク平安　18:30～19:30

1/29㈫ ● ナイトセミナー
　 （人吉市倫理法人会）
　

1/1 元日

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：㈲フォーズファクトリー3F　宇城市松橋町曲野417-1
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

成
人
の
日
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木 金 土

熊本市南 県　央
「倫理ビフォー・アフター」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会  幹事長
㈱エイジス  代表取締役    　川﨑 隆男 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

「倫理経営（心の経営）の素晴らしさ」

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

「倫理を正しく学ぶ」
法人局　顧問
㈱カクダイホーム
会長 蓮実 利勝 氏

八代中央 県　南

球　磨 県　南

日

6

3

15

22

16

8 9

17 18

10 11

19

23 24 25 2620

2827

月

百姓モデル
樅木 英介 氏

法人レクチャラー
熊本県倫理法人会  県央地区  地区長
㈱エコファクトリー
代表取締役社長 村上 尊宣 氏

「埋没するか？My boss なるか？
　～これからの時代の働き方」

「倫理に出会って」　

4 5
12/30 12/31

宇　城 県　央

「4年に一度じゃない。一生に一度だ。」
熊本市西倫理法人会　顧問
橋口海平事務所 　橋口 海平 氏

「役員決意発表」
会員スピーチ

「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

九州・沖縄方面　方面長

森本　 宏 氏

「実践力」

「会員さんの新年の抱負」

平見 信也 氏

「私の挑戦」

熊本北倫理法人会　事務長
㈲ルゥ・デザイン装飾
代表取締役 宮本 勝年 氏

「倫理指導で人生は変る」

天　草 県　央
「「地域力」と「職員力」の向上を目指して」
天草市長

中村 五木 氏

天　草 県　央

天　草 県　央
「幸せを実感できるくまもと」
熊本県　天草広域本部長

古森 美津代 氏

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

天　草 県　央
「実践力」
九州沖縄方面  方面長

森本　 宏 氏

「心を磨く道場へようこそ」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「儲けるから、儲かるへ
  ー倫理実践の極意ー」　
研修部　主席

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

平尾　 勝 氏

「倫理は人生の羅針盤」　
法人レクチヤラー
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

「倫理経営は実践が全て！」
法人レクチャラー
㈱コバック
代表取締役社長　 　　小林 憲司 氏

「この街でプロバスケ選手が夢になる」
熊本北倫理法人会　会員
熊本バスケットボール㈱
代表取締役社長 湯之上 聡 氏

「肥薩おれんじ鉄道と映画『かぞくいろ』」
肥薩おれんじ鉄道㈱
代表取締役社長 出田 貴康 氏

「自利利他」
法人スーパーバイザー  熊本県倫理法人会  相談役
㈱インフォミックス
宍倉渉税理士事務所 宍倉　 渉 氏

「自然栽培の米つくり
　１年目から農薬がいらない」
八代北倫理法人会  会員
自然農法  稲本農園  代表 稲本　 薫 氏

「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
春日・なかがわ倫理法人会
ナガノ電気㈱　代表取締役 長野 正治 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

伊波 啓太 氏

八代中央倫理法人会
山鹿市倫理法人会
会員 満岡　 泰 氏

「社長よ！自分自身をリストラせよ！」

法人スーパーバイザー
㈲天野電装　 天野 純一 氏

「倫理の学びと実践」

「富士研報告会」

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

「働きは最上の喜び」

熊本市南 県　央 熊本市西 県　央

八代北 県　南

水 2火

宇　城 県　央

天　草 県　央 八代市 県　南 熊本市中央 県　央

八代中央 県　南

球　磨 県　南
新年式 「新年度へ向けての決意発表」　

参加者一同

「心の経営で世界展開！倫理経営の素晴らしさ。」
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 村上 尊宣 氏

「元気があれば何でもできる !!」
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

八代北 県　南

県　央熊本市西
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法人レクチャラー  大分県倫理法人会  監査
㈱ツツミ技研
代表取締役  会長   　 堤 滉次郎 氏

「覚悟を決めるとき」
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

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「小さなことに磨をかける」
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 牧瀬 正和 氏

八代市 県　南

31
「『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
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八代北倫理法人会　幹事
㈲コダナス企画　代表　
八代北倫理法人会　幹事
㈲ハギノ　代表
八代北倫理法人会　幹事
㈱メイトプランナー　代表取締役

斉藤 良二 氏
萩野　 真 氏
森下 芳伸 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「足下の実践を磨く」
九州・沖縄方面  副方面長

宮内 秀樹 氏

「今後の熊本県の行方」
熊本県議会議員

溝口 幸治 氏

「信念」
法人レクチャラー
春日なかがわ倫理法人会  モーニングセミナー委員長
第一生命保険㈱
上級特別営業主任 嘉悦 涼子 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「捨我得全」
法人スーパーバイザー
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

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「新年度へ向けての決意発表」
MS参加者全員

新年式
水俣芦北倫理法人会　会長
永田渉税理士事務所
所長代理 永田　 靖 氏他

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「仕事の4段階 !!」
法人レクチャラー
福岡県倫理法人会　文教委員会  委員長
㈱ＢIG ROAD
最終責任者　　 　　金川 俊一 氏

「倫理と音楽と私」
熊本市西倫理法人会　相談役
西田硝子㈱
代表取締役 西田 義伸 氏


