
名誉研究員 田形 健一 氏

4/2㈫

場所：ＪＡ鹿本本社２階大ホール　18:30～20:10

● 倫理経営講演会
　　（山鹿市倫理法人会）

「大転換の時代－岐路に立つ－」

法人アドバイザー 藤本 定明 氏

4/15㈪

場所：ホテルヴェルデ　18:30～20:10

● 倫理経営講演会
　　（荒尾市倫理法人会）

「大転換の時代－岐路に立つ－」

関東・甲信越方面
　　　　　方面長

　　　　近畿方面
　　　　　方面長

有坂 宏一 氏

4/17㈬

場所：阿蘇の司ビラパークホテル　18:30～20:30

● 倫理経営講演会
　　（阿蘇倫理法人会）

「大転換の時代－岐路に立つ－」

津隈 亮二 氏

4/18㈭

場所：阿蘇熊本空港ホテルエミナース　18:30～20:00

● 倫理経営講演会
　　（熊本東倫理法人会）

「大転換の時代－岐路に立つ－」

法人アドバイザー

名誉研究員

角田 恭恵 氏

4/21㈰

場所：コッコファーム　16:00～18:00

● 倫理経営講演会
　　（菊池合志倫理法人会）

「大転換の時代－岐路に立つ－」

田形 健一 氏

4/22㈪

場所：くまもと県民交流館パレア　18:30～20:30

● 倫理経営講演会
　　（熊本市倫理法人会）

「大転換の時代－岐路に立つ－」

法人スーパーバイザー

法人レクチャラー
鹿児島県大隅地区長
㈲大一企業　代表取締役　　　　

森　　誠 氏

4/24㈬

場所：くまもと県民交流館パレア　18:30～20:30

● 倫理経営講演会
　　（熊本北倫理法人会）

「大転換の時代－岐路に立つ－」

林　辰大 氏

4/26㈮

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）

「自分の創り方  ～第１章～」

４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　2019年

昭和の日 退位の日

金 土
玉　名 県北東

菊池合志 県北東

「一 十 百 千 万 の実践」
名誉研究員

　田形 健一 氏

山鹿市 県北東

「出会いが人生を変える」
法人レクチャラー
㈱フジマ　代表取締役会長 藤麻　 功 氏

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央

熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「人生、すべて当たりくじ」
法人アドバイザー
栃木県宇都宮市倫理法人会
㈱十五　代表取締役 最上 勝弘 氏

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

「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 青木 洋子 氏

野島 規子 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央
「主婦、市議会議員になる」
玉名倫理法人会　幹事
玉名市議会議員 吉田 真樹子 氏

前立腺ガンになって、夫婦とは、絆とは」
法人局　参事　法人アドバイザー
笹尾商工㈱
代表取締役専務 比嘉 八重子 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 4

13

2 34/1

「要物必与」/「風が吹けば倫理（みち）が拡がる」
法人局　参事　法人アドバイザー

法人レクチャラー
福岡市東倫理法人会　相談役
シーエススチール㈱　代表取締役

角田 恭恵 氏

松原 照明 氏

荒尾市 県北東
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「熊本地震で生かされた倫理」
熊本東倫理法人会　研修副委員長
阿蘇熊本空港ホテルエミナース　
総支配人

2221

28

水 木月 火 5 6
3/31

「運命自招」
熊本県倫理法人会　相談役

赤澤　 巌 氏

橋之口 茂 氏

「『運命自招』倫理はたのしく」
熊本県倫理法人会　相談役

赤澤　 巖 氏

「主婦から営業職へ　出会いに感謝」
熊本市南倫理法人会　女性委員長
㈱ソニックジャパン 和田 かおる 氏

「自分の創り方  ～第２章～」
法人レクチャラー
鹿児島県大隅地区長
㈲大一企業　代表取締役　 林　 辰大 氏

「成功の秘訣は倫理⁈」
熊本市倫理法人会
㈲やま弥　代表取締役会長

「幸せを呼び込む魔法の言葉」
合志市議会議員

らいかい 恵子 氏

「『苦難福門』今年の目標：モーニングセミナー150回超出席 !」
熊本市倫理法人会　幹事
（一社）熊本ふるさと創生事業機構
特別顧問 山下 慶一郎 氏

熊本東 県北東
「明るさと正しさ」
近畿方面　方面長

津隈 亮二 氏

「みじかな日本刀の文化」
阿蘇倫理法人会　会員
㈲清峰院　代表取締役 笹原 俊和 氏

「10年先の自分を褒められるように」/「妻への手紙」
法人スーパーバイザー
社会福祉法人  愛和会　理事長
法人レクチャラー
宮崎県倫理法人会　幹事長
㈱保険生活センター　代表取締役

森　　誠 氏

長友 尚志 氏

「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

熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

南﨑 明美 氏

「大人が輝けば、子供の未来も輝く!」

菊池合志 県北東 熊本市 県　央

「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

荒尾市 県北東

「意識が変わると健康が変わる」
熊本市倫理法人会　会員
なごみクリニック　院長

菊池合志 県北東

3029

亀川 寛大 氏

「M＆A戦略と事業承継」
熊本北倫理法人会　会員
㈱ジョー・スマイル
代表取締役社長 前川 浩幸 氏

「偉大なる常識」/「倫理が好きだから」
名誉研究員
法人レクチャラー
静岡県倫理法人会  相談役
エイチ・スマイル㈱  代表取締役

田形 健一 氏

袴田 敦志 氏

北里 隆明 氏

熊本市 県　央

荒尾市 県北東
「心から信じる」

島村 鉄兵 氏熊本市西倫理法人会　専任幹事
㈱Ｂ-Produce　代表取締役

熊本市 県　央

荒尾市 県北東
「一日一日を大切に生きる」

中園 朝子 氏
熊本市託麻倫理法人会　会長
㈱九州自然環境研究所
代表取締役  所長

「白いカラスと隣の女房」

藤本 定明 氏
参事　法人アドバイザー
㈱ゲンキの平和堂　
取締役BOSS

「倫理3年生」
阿蘇倫理法人会　専任幹事
クマレキ工業㈱　代表取締役 野中 優三 氏

菊池合志 県北東 熊本市 県　央 山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「信成万事：信じるとは」
玉名倫理法人会　副専任幹事
㈱玉名サンクリーン
ホテル部　専務取締役 大城戸 ますみ 氏

熊本北 県　央

荒尾市 県北東

119 108
「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

「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　権禰宜

藤岡 久子 氏

FUJI スポーツ塾　代表

藤本 大介 氏

「私の消防士として歩んで来た道」
菊池合志倫理法人会　会員
大道芸　春ちゃん

坂本 春男 氏

「人生の半分を生きて、富士研で学んだ事」
法人レクチャラー
熊本市南倫理法人会　副会長
㈲コンパスポイント　代表取締役 菅 みどり 氏

「大人が輝けば、子どもの未来も輝く!」

藤本 大介 氏
FUJI スポーツ塾　代表

「生きるということ」
八代北倫理法人会　普及拡大委員長
32℃サロン　パストラル
代表　　　　　

池澤 千恵子 氏

「雨垂れ石を穿つ」～職場の教養の使い方～
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
㈱ＲＭＫ　代表取締役

祝日の為 休会 祝日の為 休会

「富士研報告会」
玉名倫理法人会　ＭＳ副委員長
㈱東洋農産　代表取締役

玉名倫理法人会　研修委員長
㈲里野建設　専務
　　

西川 征樹 氏

里野 寿一 氏


