
退位の日

水火 2

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：ホテル華月園２F　宇城市松橋町松橋859-1
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

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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和
の
日
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木 金 土
熊本市南 県　央
「自立型人材育成（原田メゾット）とは」
熊本市南倫理法人会　会員
アイコネクト㈱
代表取締役　　    緖方 　洋 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

「感謝のすすめ　一念をいれて生きる」

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

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

「トイレの神様」
八代中央倫理法人会　朝礼委員長
トヨタカローラ㈱
八代店　店長 松永 隆信 氏

八代中央 県　南

球　磨 県　南
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玉名倫理法人会　会長
マッスクジェイティ㈱
代表取締役 城戸 雄生 氏

「聴く実践が効く」　
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宇　城 県　央

「美容室経営に倫理経営を取り入れて」
人吉市倫理法人会　会長
㈱Ｕ-Brand
代表取締役 　平瀬 裕一 氏

　藤永 和広 氏

「私を変えてくれた富士研
  ～5年連続参加して思うこと～」
熊本県倫理法人会　普及拡大委員長
㈱藤永組
代表取締役社長

一般社団法人宇城青年会議所
日出ショー 河副 日出海 氏

「進化し続ける時代『新現代』を目指して」

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

「お墓参りの実践の為の先祖祭祀とお墓の研修会」

天　草 県　央
「美しく生きる」
研修室　研究員

田上 不折 氏

天　草 県　央

天　草 県　央
「背水の陣」
玉名倫理法人会　専任幹事
㈱BALWANT
代表取締役会長 牛嶋 武司 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

平川 雅樹 氏

天　草 県　央
「生きる使命」
八代市倫理法人会　会員
NPO法人　笑顔やっちろ

有田 明美 氏

「矜持はあるか」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

法人スーパーバイザー
佐賀県倫理法人会　相談役
福岡建設㈱　取締役会長
福岡工務店㈱　代表取締役

福岡 敬貢 氏

「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 藤岡 久子 氏

「おかげさま」　
八代市倫理法人会　広報委員長
㈱オカモト 中竹 浩介 氏

「辿り着いたらいつも失敗」
～捨てたらない、捨てよ～
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

「万人に共通する健康法もなければ
 万能薬もなし」
薬剤師 永里 吉継 氏

「熊本地震を体験して」
向山校区防災団体連絡協議会
事務局長 野間口 壽子 氏

「絆や音を紡ぎ伝えるのに
  大切なもの」
ソプラノ歌手 福嶋 由記 氏

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

「純情（すなお）に生きる」
法人アドバイザー
㈱山香煎餅本舗
代表取締役会長 河野 武彦 氏

「倫理を学べば商売楽勝」

「熊本震災に遭遇して」

九州・沖縄副方面長 宮内 秀樹 氏

「倫理経営の要諦」
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熊本市中央 県　央

八代中央 県　南

球　磨 県　南
「大和言葉と倫理」
大和躾伝承学Re produce 代表
京都生涯学習カレッジ
㈱ニュークリアス  取締役 辻中　 公 氏
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研修室　研究員　 田上 不折 氏

㈲魚光 魚光　 聡 氏

「『10分会議で会社が変わった』
　中小企業だからこそできること」

「会長を拝命して、倫理実践の素晴らしさに気付く !」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

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

「心の実践」/「笑顔にまさる化粧なし」

「明朗愛和～父から母への贈り物～」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

熊本北倫理法人会　モーニングセミナー委員長
ノバリ㈱
熊本第３オフィス　　　髙田 義久 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

「何のために」
八代市倫理法人会　会員
紅燿書道教室　講師

福原 えり子 氏
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北霧島倫理法人会　会長
㈱山椒茶屋
代表取締役 山下 康徳 氏

荒尾市倫理法人会　幹事
からあげ虎一　代表 伊藤 圭一 氏

熊本中央倫理法人会　副会長
角岡歯科医院　院長 角岡 秀昭 氏

徳川 よしか 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「よさこいと出逢って」
ひとよしよさこい銀翔会
代表

「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
ナガノ電気㈱  代表取締役長野 正治 氏

 池澤 千恵子 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「『職場の教養』16年 !」
熊本北倫理法人会  幹事
菊池合志倫理法人会  会員
医療法人いけざわこどもクリニック
㈱ＲＭＫ
代表取締役

「富士研に参加して」
水俣芦北倫理法人会　研修副委員長
川口牧場　代表 川口 誠二 氏

滋賀県大津倫理法人会　幹事
大和躾伝承学Re produce 代表
京都生涯学習カレッジ
㈱ニュークリアス
取締役

4/4㈭

場所：くまもと県民交流館パレア
　　　会議室1　18:30～20:00

● 経営者の集い
    （熊本市中央倫理法人会）

「日本神話と倫理」

辻中　 公 氏

法人レクチャラー
沖縄県南部倫理法人会　専任幹事
イカリ消毒沖縄㈱  
代表取締役

4/9㈫

場所：別所  琴平神社  参集殿
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （熊本市西倫理法人会）

「後継者倫理塾から学んだこと」

仲本　 明 氏
法人アドバイザー

4/4㈭

場所：ホワイトパレス八代
　　　18:30～20:30

● 倫理経営講演会
    （八代中央倫理法人会）

「大転換の時代－岐路に立つ－」

山﨑 貞雄 氏
法人スーパーバイザー

4/8㈪

場所：宇土市民会館
　　　18:30～20:30

● 倫理経営講演会
    （宇城倫理法人会）

「大転換の時代－岐路に立つ－」

常松　 栄 氏
法人アドバイザー

4/25㈭

場所：くまもと県民交流館パレア
 10階パレアホール　18:30～20:30

● 倫理経営講演会
    （熊本市中央倫理法人会）

「大転換の時代－岐路に立つ－」

河野 武彦 氏
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「1人1人の子達の人生が自立した
 幸せなものであるために」

熊本市西 県　央

八代北 県　南

八代市 県　南

9 10 11

大阪豊中市倫理法人会　会員
シンガーソングライター

森 　源太 氏

「倫理から学んだ親族内事業承継」
法人レクチャラー
沖縄県南部倫理法人会  専任幹事
イカリ消毒沖縄㈱  代表取締役　仲本　 明 氏

天　草 県　央
「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 島村 鉄兵 氏

「儲けるから、儲かるへ
  ～倫理実践の極意～」
研修室　主席

平尾　 勝 氏

「企業経営者は戦国武将に学べ‼」
法人スーパーバイザー
富山県倫理法人会
相談役

常松　 栄 氏
片山 孝志 氏  中鶴 昭一 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「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

「会長職を拝命して」
球磨倫理法人会　会長
㈾金澤自動車
代表社員 金澤 英二郎 氏

 河野 武彦 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「すなお（純情）に生きる」
法人アドバイザー
埼玉県倫理法人会  相談役
㈱山香煎餅本舗 
代表取締役

「今さら聞けない⁉倫理のい・ろ・は」
ＤＶＤ学習

４月度 モーニングセミナー・行事カレンダー
熊本県倫理法人会　2019年

祝日の為 休会

祝日の為 休会

法人局  参事  法人アドバイザー
大和市倫理法会 神奈川県倫理法人会  相談役
株式会社ニッコー　会長
宮崎県倫理法人会　相談役
㈱興電舎商事　代表取締役

山﨑 貞雄 氏
鶴田 芳男 氏

「日々丁寧に生きる」/「小さな実践 大きな幸せ」


