
憲法記念日国民の休日 みどりの日

５月度 モーニングセミナー・行事カレンダー
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

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

法人レクチャラー
鹿児島県奄美倫理法人会　幹事
一般社団法人シンクロプラス　
代表理事

5/13㈪

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）

「柳生家の家訓とシンクロニシティー」

友野 秀樹 氏

法人レクチャラー　熊本県倫理法人会  県央地区長
㈱エコファクトリー  代表取締役社長

5/30㈭

場所：パレセランKOZAKI（こざき会館）
　熊本県玉名市天水町小天7232 ☎0968-82-2323
　　　06:00～07:00

● プレモーニングセミナー
  　  （玉名南倫理法人会）
～苦難人生から幸福人生への道～
「倫理経営の素晴らしさ!」

村上 尊宣 氏

振替休日

即位の日 金 土
玉　名 県北東

菊池合志 県北東

「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

山鹿市 県北東

「夢をもって生きる」
㈲内田農場

内田 孝昭 氏

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央

熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

「幻の都・城下町菊池」
元菊池市地域おこし協力隊

橋本 眞也 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

「会長を拝命して、3年目」
八代北倫理法人会　会長
吉見自動車　代表 吉見 和晃 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央
「熊本県を日本一の漫画県に!」
NPO法人
熊本ﾏﾝｶ ﾐ゙ｭｰｼ ｱ゙ﾑﾌ ﾛ゚ｼ ｪ゙ｸﾄ
代表 橋本　 博 氏

「倫理と人材育成」
コミュニケーション  エナジー㈱
福岡支社長 野嶋 孝一 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 熊本北 県　央 玉　名 県北東
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「『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
㈱テクノシステム
取締役九州統括本部長 山下 慶一郎 氏

荒尾市 県北東
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「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

2019
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4/28

「継続は力なり」
福岡市南倫理法人会　会長
㈱プロップ　取締役会長 松井 貞子 氏

平野 美佐子 氏

名誉研究員

中西　 浩 氏

「人生の羅針盤 ～The Compuss～」
八代北倫理法人会　専任幹事
㈲Prime 1（プライムワン）
代表取締役 伊藤 慶輔 氏

熊本東 県北東
「100％人生が変わる１％の習慣」
玉名倫理法人会　副会長
㈱アジュール　代表取締役　　 黒木 俊吉 氏

熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

伊藤 圭一 氏

「良い結果は準備次第」

熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

山鹿市 県北東 熊本北 県　央

3129 30
「点と線」 「天職」

熊本市南倫理法人会　事務長
長迫木材㈲　代表取締役 髙見 睦代 氏

法人スーパーバイザー
㈱フィディア
代表取締役社長

5/17㈮

場所：玉名市民会館　大ホール
　　　18:30～20:30

● 倫理経営講演会
 　（玉名倫理法人会）

「大転換の時代－岐路に立つ－」

福井 龍介 氏

法人レクチャラー
福岡県倫理法人会 事務長　福岡市那の津倫理法人会
辻塚さおり税理士事務所  所長

事業体験報告「職親の恩」

辻塚 さおり 氏

菊池合志 県北東

2827

「厳寒の禊で気づいた“ハイ”の実践の意味!」
法人レクチャラー
鹿児島県奄美倫理法人会　幹事
一般社団法人シンクロプラス  代表理事 友野 秀樹 氏

飯田 精三 氏

「安心・安全なまちづくりを目指して」
熊本市 県　央

熊本市 県　央

荒尾市 県北東
「今を活きる」

宇都 要一 氏
法人スーパーバイザー
薩摩川内市倫理法人会  相談役
㈱宇都組  代表取締役会長

「純粋（すなお）な心になる難しさ」

宗　 雄介 氏
玉名倫理法人会　事務長
㈲ライフケア―

「家庭　➡　会社」
玉名倫理法人会　MS副委員長
東洋農産㈱　代表取締役 西川 征樹 氏

菊池合志 県北東 熊本市 県　央 山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「苦難のとらえ方」
山鹿市倫理法人会　会長
㈲セイデン　取締役 川上 とし江 氏

熊本北 県　央

荒尾市 県北東

98
「倫理との出会い・恩送り」
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

法人スーパーバイザー
㈱まるや　代表取締役 荒井 久満 氏

「平時の連携なくして非常時の連携なし
 ～熊本地震で起きた3つの奇跡は偶然ではなかった～」
熊本東倫理法人会　会員
社会福祉法人　恵寿会
グリーンヒル みふね　施設長 吉本　 洋 氏

「倫理指導を受けた実践」

冨岡 洋三 氏熊本東倫理法人会　MS委員長
九州の大自然しらき

「倫理を学べば商売楽勝!」
荒尾市倫理法人会　普及拡大委員長
からあげ虎一　代表　　　　　

奈須 悦雄 氏

「倫理を学んで～自己革新～」
熊本市中央倫理法人会　会長
ナス・ドリームズ　代表

祝日の為 休会

祝日の為 休会 祝日の為 休会

第5週のため 休会

祝日の為 休会

「富士研報告会」
玉名倫理法人会　副専任幹事
㈱玉名サンクリーン  専務取締役

玉名倫理法人会　女性委員長
㈱池鶴　代表取締役
　　

大城戸 ますみ 氏

池田 ゆかり 氏

こ
ど
も
の
日

「倫理経営の要諦」
九州・沖縄方面　副方面長

宮内 秀樹 氏

阿　蘇 県北東

「悩む!は、無駄以下!」
熊本北倫理法人会　朝礼副委員長
下田整骨院 下田 秀明 氏

「日々考日」
熊本市倫理法人会　MS委員長
行政書士清水ヶ丘法務事務所 松岡 和孝 氏

阿　蘇 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

「悩むは、無駄以下!」
熊本北倫理法人会　朝礼副委員長
下田整骨院　院長 下田 秀明 氏

荒尾市 県北東

託麻南校区自治協議会
会長

池澤 千恵子 氏

「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

「倫理を学び実践したおかげで…」

富澤 一憲 氏
熊本東倫理法人会　副会長
㈱TOBI－ICHI
代表取締役

5

「良い結果は、準備次第」/

法人スーパーバイザー
㈱まるや　代表取締役
法人レクチャラー  石川県倫理法人会 相談役
㈱ナカノ自動車  代表取締役

荒井 久満 氏

中野 宏一 氏

「活かしきる」

工藤 直彦 氏法人スーパーバイザー
東京都豊島区倫理法人会  相談役

「社員は企業の命そのもの!」
～人に光をあてる経営とは～

「家を継ぐ」/「個性発顕」
法人スーパーバイザー
㈱フィディア　代表取締役社長

法人レクチャラー
福岡県倫理法人会　事務長
福岡市那の津倫理法人会
辻塚さおり税理士事務所  所長

福井 龍介 氏

辻塚 さおり 氏
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央


