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2019年２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
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熊本市南 県　央
「倫理が伝える繁栄のヒント」
参与    

井上 茂勝 氏
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八代北 県　南
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「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

八代中央 県　南

球　磨 県　南
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福岡県伊都倫理法人会　会長
㈲アサム　代表取締役

平川 雅樹 氏

「夫婦愛和、率先垂範」　

2/1 2
1/27 1/28

宇　城 県　央

「倫理を学び実践したおかげで…」
熊本東倫理法人会　副会長
㈱TOBI-ICHI
代表取締役 　富澤 一憲 氏

　上畠 栄一 氏

「十人十色『人を見て法を説く』」
㈲パーティープロ
代表取締役

「お墓参り実践の為の先祖祭祀とお墓の研修」
法人レクチャラー  熊本北倫理法人会 会長
中央物流産業㈱
代表取締役 澤田 佳孝 氏

長崎県倫理法人会　会長
㈱ウィンプランツ 古里 久則 氏

「笑顔人間に不孝なし」

中山農園　代表

中山 弘幸 氏

「議員の役割と仕事について」

総合福祉グループ 温心会　
所長　 久野 智生 氏

「高齢者介護の現場から」

天　草 県　央
「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 伊波 啓太 氏

天　草 県　央

天　草 県　央
「実践の偉力」
法人スーパーバイザー
倫理経営インストラクター
福岡県倫理法人会　相談役
春日・なかがわ倫理法人会
ナガノ電気株式会社
代表取締役 長野 正治 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

天　草 県　央
「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
株式会社  エイジス
人吉店  支店長 都登 祐樹 氏

「社員の笑顔が日本創生」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

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

「判断の基準」
宇　城 県　央

水俣芦北倫理法人会　広報委員長
すこやか企画　代表 森下 國博 氏

山田 朝日 氏

「倫理と出会って」　
八代中央倫理法人会　専任幹事
山下保険事務所
代表 山下 大輔 氏

「世界の常識をやぶる倫理法人会」　
名誉研究員

宇都 進一郎 氏

「近い」
法人アドバイザー
税理士法人プロスパー
共同代表 加藤 公利 氏

「恩の意識」
法人レクチャラー
北九州西区  地区長
㈲三幸工業 植木 秀人 氏

「年中夢求～24時間をデザインする～」
大津高等学校　サッカー部総監督
宇城市教育長 平岡 和徳 氏

「『ロービジョンフットサル日本代表
 を応援する会』支援活動について」
大宝堂　代表取締役社長 布田 善久 氏

「ことば」
名誉研究員

中西　 浩 氏

「人とのご縁の大切さ」
熊本市中央倫理法人会　研修委員長
アーキウイング㈱
代表取締役 那須 耐児 氏

「実践力を高める」「人生神劇」
八代中央倫理法人会　事務長
脳幹療術院  天・幸　院長　
八代中央倫理法人会  MS委員長
㈱エイジス

疋田 英士 氏
丸山 　豊 氏

荒川 裕子 氏

九州・沖縄方面長

森本　 宏 氏

「実践力」

熊本北倫理法人会
事務長ご夫妻
㈲ルゥ・デザイン装飾　

宮本 勝年 氏
宮本 和恵 氏

「倫理実践～夫婦愛和で人生楽しく！～」

八代市倫理法人会　幹事
やつしろおもて㈱
代表 石本 博之 氏

「JAS（日本農林規格）とJIS（日本工業規格）」
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熊本市中央 県　央

八代中央 県　南

球　磨 県　南
「生きてるだけで丸儲け
  ～死ぬ事以外かすり傷～」　
熊本県倫理法人会　青年委員長
㈱万葉福祉会
取締役

「親離れ  子離れ」
法人レクチャラー  福岡県倫理法人会  朝礼委員長
㈱ウェルネスコーポレーション
代表取締役社長 大橋 由美子 氏

「SNSと倫理の繋がり」
玉名倫理法人会　会員
レイア　代表

26 27

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

「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
代表社員 青木 洋子 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「父と子」
八代市倫理法人会　幹事
㈾大石工務店
代表社員 大石 俊成 氏

八代市 県　南
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「倫理との出会い、思送り」
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
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水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「倫理と出会って感謝を知る」
法人レクチャラー  福岡県北九州東地区  地区長
山崎マシンテック㈱　
代表取締役 幾田 誠泰 氏

有田 明美 氏

「実践力で勝つ！」
法人スーパーバイザー
福井県倫理法人会  相談役
祇王運送㈱  取締役相談役伊藤 勇二 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「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

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「生きる使命」
八代市倫理法人会
NPO法人笑顔やっちろ
代表理事

「水俣からの学び」
 ～ここに暮らし、生きるからこそ～
一般社団法人 環不知火プランニング
代表理事 森山 亜矢子 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

　上村 茂則 氏

「万物生成運を呼び込む」
八代北倫理法人会　相談役
㈱水の子
代表取締役

八代北倫理法人会　会員
㈲堀内製油 堀内 克矢 氏

「時代とともに」

菊池 仁美 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「今、輝く！今、動く！」
菊池合志倫理法人会　専任幹事
ペンションシャレー菊池
代表

「倫理実践で夢叶う！」
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

「富士研“経営者倫理セミナー”に参加して」
人吉市倫理法人会　会長
㈱U‐Brand　代表取締役　
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
人吉市倫理法人会　研修副委員長
自閉症支援センター  にじ　理事長

平瀬 裕一 氏
江隈 利洋 氏
満石 理恵 氏

法人レクチャラー
福岡県倫理法人会　朝礼委員長
㈱ウェルネスコーポレーション
代表取締役社長

1/31㈭

場所：くまもと県民交流館パレア  会議室７
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （熊本市中央倫理法人会）

「明朗・愛和・喜働」

大橋 由美子 氏

法人レクチャラー
北九州西区  地区長
㈲三幸工業

2/19㈫

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）

「活力朝礼の力」

植木 秀人 氏

法人レクチャラー
福岡県北九州東地区  地区長
山崎マシンテック㈱　
代表取締役

2/12㈫

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）

「倫理と経営」

幾田 誠泰 氏
長崎県倫理法人会　会長
㈱ウィンプランツ

2/4㈪

場所：㈲フォーズファクトリー 3F
　　　19:00～20:00

● 経営者の集い
    （宇城倫理法人会）

「人の喜び　我が喜び」

古里 久則 氏


