
法人レクチャラー
沖縄県倫理法人会　会長
㈱okicom
代表取締役

2/22㈮

場所：玉名高等職業訓練校
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （玉名倫理法人会）

「運命自招」～天は自ら助くる者を助く～

小渡　 玠 氏

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

法人レクチャラー
徳島県麻植倫理法人会　相談役
㈱松島組
代表取締役

2/21㈭

場所：神園山荘
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （熊本市託麻倫理法人会）

「出会いで変る！」

松島 清照 氏

2/18㈪

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）

法人レクチャラー
沖縄県那覇東倫理法人会　副会長
竹尾内装店
代表取締役

「点と線」

名城 幸男 氏

法人レクチャラー
福岡県太宰府倫理法人会　相談役
㈱誠心　代表取締役

2/3㈰

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）
「苦難は幸福の門」
「子は親の心を実演する名優である」

吉松 泰子 氏

建国記念の日

金 土

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

「倫理が伝える繁栄のヒント」
参与

　井上 茂勝 氏

山鹿市 県北東

「ＳＮＳと倫理の繋がり」
玉名倫理法人会　幹事
レイア　代表 荒川 裕子 氏

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「幸せは健康から」
玉名倫理法人会　会員
熊本県倫理法人会　朝礼委員長
㈲松本運送　代表取締役 松本 眞二 氏

熊本市倫理法人会　相談役
医療法人社団  牧野皮膚科医院
理事長＆院長 　牧野 良造 氏

「老人の生き方　年男雑感」

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

「倫理で学んだ宝物」
法人レクチャラー　愛媛県中予地区 副地区長
東温倫理法人会
㈲ノリテック　代表取締役 今井 典子 氏

平川 雅樹 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「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㈱
取締役専務 北里 隆明 氏

「大人が輝けば、子供の未来も輝く！」
ＦＵＪＩスポーツ塾
代表 藤本 大介 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

「すべては自分」
熊本県倫理法人会　相談役
㈱藤永組　代表取締役会長 藤永 勝利 氏

荒尾市 県北東
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「ＫＫＭＦＡ ～五感と慣性の話～」
山鹿市地域おこし協力隊
ツタエカタオフィス
クリエイティブディレクター 河野 観一郎 氏

1817

24

水 木月 火

2/1 2
1/27

「何故268年続いて来たのか」
熊本東倫理法人会　会員
㈱山内本店　代表取締役会長 山内 彰雄 氏

「富士研報告会」

「モーニングセミナーは気づきの宝庫」
法人レクチャラー
沖縄県倫理法人会  朝礼副委員長
きゃん司法書士事務所　代表 喜屋武 力 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　会長 上村 茂則 氏

「苦難福門」　
 ～役を受けて、自分が変わり、人が変わる～
法人レクチャラー
沖縄県倫理法人会　会長
㈱okicom　代表取締役 小渡　 玠 氏

「仲間づくりのコツはコツコツ」
福岡県伊都倫理法人会　会長
㈲アサム　代表取締役

「今を生きる！」
法人レクチャラー
徳島県麻植倫理法人会　相談役
㈱松島組　代表取締役 松島 清照 氏

「人生は『苦難福門』と出会いは宝」
熊本市倫理法人会　相談役
中川医療建築コンサルタント
代表 中川　 久 氏

「主婦、市議会議員になる」
玉名倫理法人会　拡充委員長
玉名市議会議員 吉田 真樹子 氏

阿　蘇 県北東

「捨我得全」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　事務長
日本生命保険（相） 島尻 順子 氏

熊本北 県　央

28

「倫理を学んで」
熊本県北東地区 地区長
グランツ㈱　代表取締役 吉田 秋正 氏

熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

藤﨑 正剛 氏

「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

菊池合志 県北東 熊本市 県　央

「カミに見はなされた私」
荒尾市倫理法人会　会員
㈱若新　代表取締役社長

荒尾市 県北東

「企業経営を倫理に学ぶ」
法人レクチャラー
福岡県太宰府倫理法人会　相談役
㈱誠心　代表取締役 吉松 泰子 氏

「視点を変える」
九州・沖縄方面　担当研究員

法人レクチャラー
沖縄県倫理法人会　朝礼副委員長
きゃん司法書士事務所
代表

2/6㈬

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）

「日々好日」

喜屋武  力 氏

法人レクチャラー
愛媛県中予地区 副地区長　東温倫理法人会
㈲ノリテック
代表取締役

2/13㈬

場所：アークホテル熊本城前
　　　18:30～

● 経営者の集い
    （熊本北倫理法人会）

「夢の実現　駄菓子屋蛍」

今井 典子 氏

菊池合志 県北東 山鹿市 県北東

26 27
「人は何から学ぶか」
法人アドバイザー
熊本市中央倫理法人会　会員
㈱岩永組　代表取締役会長 岩永 研一 氏

25
熊本市 県　央

荒尾市 県北東

「荒尾市の豊かな未来のために
  いま  取り組むこと」

浅田 敏彦 氏

嶌本 真人 氏

「倫理は感性を養う道場である」
あんしん財団　紹介業務所

徳永 憘哉 氏

江田 隆祐 氏

荒尾市長

熊本市 県　央

荒尾市 県北東
「合わせる力」

名城 幸男 氏

「あなたの志は何ですか
  ～近代歴史から現代・未来まで～」
熊本市倫理法人会　会員
株式ブルーアース　代表取締役 本武  幸三 氏

法人レクチャラー
沖縄県那覇東倫理法人会　副会長
竹尾内装店　代表取締役

「平和と調和のこころを育む」

鍋島 隆清 氏本吉山　清水寺

「倫理実践は理屈なしに」
理事
文化部　部長

「後片付けすると… ごほうびがすごい！」
法人レクチャラー
荒尾市倫理法人会　ＭＳ委員長
㈲加来建設　代表取締役 加来 恵美子 氏

稲本　 薫 氏

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

祝日の為 休会

「富士研参加者による体験報告」
熊本市倫理法人会　会員
㈱公明不動産　代表取締役　
熊本市倫理法人会　女性副委員長
㈱信誠ハウス　常務取締役
熊本市倫理法人会　朝礼副委員長
ベストグリーン㈱　主任

平野 幸一 氏
土穴 由美子 氏
齊藤 伸和 氏

山鹿市倫理法人会　普及拡大副委員長
斉藤設備　代表

山鹿市倫理法人会　広報委員長
祐匠建

山鹿市倫理法人会　事務長
（福）つむぎ会  大道保育園　園長
　　

斉藤 幸保 氏

河津 沙和 氏

大島 妙美 氏

「富士研体験記」
熊本北倫理法人会
ＭＫガレージ
㈲ルゥ・デザイン装飾

川上 益幸 氏
宮本 勝年 氏


