
2019年３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：道の駅 旭志　菊池市旭志川辺1886
　　　　　　　㈲旭志ふれあいセンター イベントホール

熊本県倫理法人会

玉名倫理法人会　幹事
㈱CCIジャパン
代表取締役

3/8㈮

場所：玉名市民会館
　　　18:30～19:30

● ナイトセミナー
    （玉名倫理法人会）

「ゴール達成のために必要なこと
～東京CPA会計学院の学生とともに～」

元田 曉輝 氏

春分の日

金 土

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

「倫理と江戸しぐさで日本創生」
福岡市南倫理法人会　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

山鹿市 県北東

「世界の常識をめざす倫理法人会」
名誉研究員

宇都 進一郎 氏

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「その生を楽しみ　その寿を保つ」
八代市倫理法人会　ＭＳ委員長
㈱グランツ  ホクリク
相談役 杉浦 喜一 氏

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

「この街でプロバスケ選手が夢になる」

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

「境遇は自ら造る！」
熊本市倫理法人会　副専任幹事
㈱公明不動産　取締役 平野 美佐子 氏

白石 智也 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 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

「出会いの不思議」
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

熊本市託麻 県　央

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

日

7 95 64

「世界一炭焼職人の錬磨」
㈲明るい農村
代表取締役会長 末廣 勝也 氏

荒尾市 県北東
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“苦難福門・赤ねこで町おこし”
「SSD精神ではっぴーかもん！」
法人レクチャラー  大分県倫理法人会  研修副委員長
㈲かもん　代表取締役 木本 順子 氏

「足下の実践を磨く」
九州・沖縄方面  副方面長　　

宮内 秀樹 氏

「悩む !は、無駄以下 !」
熊本北倫理法人会
下田整骨院　院長 下田 秀明 氏

「我社の人財育成」
青柳　代表取締役

倉橋　 篤 氏

「倫理を学んで実践中！」
玉名倫理法人会　会員
ノア・ノア電気センター
店長 岡本 武也 氏

「事前対策」
法人スーパーバイザー
宮城県登米市倫理法人会　相談役
㈲若鮨　取締役会長 伊藤 俊郎 氏

「倫理法人の楽しみ方」
熊本市倫理法人会　普及拡大委員長
㈲サン・エス保険
取締役常務

「これからの時代のソーシャルマーケティング」
玉名倫理法人会　幹事
レイア　代表 荒川 裕子 氏

「わがままこそ苦難の原点」
法人レクチャラー
熊本市西倫理法人会　相談役
西田硝子㈱　会長 西田 紀雄 氏

熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

玉　名 県北東

29 30
「人生五計」
名誉研究員

中西　 浩 氏

「実践の力だ！～やればできる !!～」
和歌山南倫理法人会　専任幹事
㈱平石家具　代表取締役 平石 浩司 氏

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央

28

「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

「視点を変える」
九州・沖縄方面  担当研究員

嶌本 真人 氏

熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

下田 秀明 氏

「パラダイムシフトと朝礼の未来」
熊本北倫理法人会　幹事
菊池合志倫理法人会　会員
いけざわこどもクリニック
㈱ＲＭＫ　代表取締役 池澤 千恵子 氏

「日本人の天皇」
法人スーパーバイザー
埼玉県倫理法人会　相談役
㈱鯉平　代表取締役社長 清水 良朗 氏

菊池合志 県北東 熊本市 県　央

「成功の秘訣は倫理⁈」
熊本市倫理法人会　会員
㈲やま弥　代表取締役

荒尾市 県北東

「熊本のマンガ事情」
 ～今吹き荒れるクマモトのマンガの風～
NPO法人 熊本マンガミュージアムプロジェクト
代表
熊本県合志マンガミュージアム館長

橋本　 博 氏

「私と日本生命とマジック」
日本生命保険相互会社　熊本支社　支社長　

法人レクチャラー
鹿児島中央倫理法人会　会長
㈲明治ミルクまま
代表取締役

3/11㈪

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）
「苦難福門～売上２億　
  潰れない会社の筈が～」

中江 光秀 氏

法人レクチャラー
大分県倫理法人会　研修副委員長
㈲かもん　代表取締役

3/14㈭

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）
「母の介護で知った感謝と
  人の倫理（みち）」

木本 順子 氏

菊池合志 県北東 山鹿市 県北東

26 27
「平和への誓約（うけい）」
山鹿市地域婦人会連絡協議会
会長

松尾 和子 氏

25

松平 好治 氏

「妻のひと言」
法人レクチャラー
鹿児島中央倫理法人会　会長
㈲明治ミルクまま　代表取締役 中江 光秀 氏

「熊本の復興にターボをかける」
一般社団法人 KumamotoTURBO
 代表理事 森永 健太郎 氏

野島 規子 氏

熊本市 県　央

荒尾市 県北東
「前立腺ガンになって。夫婦とは。絆とは。」

比嘉 八重子 氏
法人アドバイザー
沖縄県浦添市倫理法人会　会員
笹尾商工㈱　代表取締役専務

「全て必然」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会　県央副地区長
㈱ First　代表取締役 小佐井 憲彦 氏

熊本市 県　央

荒尾市 県北東
「心即太陽～お客様に伝え続けていきたい想い～」

青木 洋子 氏
八代北倫理法人会　事務長
シルクィーン  サンクス
代表

「心の車検」

門田 保則 氏
法人レクチャラー
荒尾市倫理法人会　会長
㈲橋本建設　代表取締役

「悩むは、無駄以下！」
熊本北倫理法人会　会員
下田整骨院　院長　

「これまでの数々の失敗を踏まえ、そこから
 見えてきたもの、これからどう歩んでいくのか」
熊本市倫理法人会　幹事
㈱テクノシステム  取締役 九州統括本部長山下 慶一郎 氏

牧野 良造 氏

「いよいよ老人の生き方、若者の見本。
 倫理的医学的に証明」
熊本市倫理法人会　相談役
（医）牧野皮膚科医院  理事長＆医院長

第5週のため 休会

「富士研体験記」

熊本北倫理法人会  幹事

熊本北倫理法人会  MS委員長
池澤 千恵子 氏
髙田 義久 氏

＊阿蘇倫理法人会
３月7・14・28日の会場が
赤水公民館へ変更となりました。


