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倫理 くまもと

学びの素晴らしさをお伝えしなければと、ワクワクする
気持ちになっております。熊本市西の役員さん達はとて
も明るく優しく、その上、西田紀雄相談役という素晴ら
しい人生の先輩がおられますので心強い限りです。そし
て、島村鉄兵専任幹事が色々なことを即行でまとめてく
れ、本当に有り難いです。 
　伸び代いっぱいの私達!皆んなで心ひとつに、「えがお・
つなぐ熊本市西倫理法人会」を発展させてまいります。 
最後に、いつも温かく接して下さる他単会の皆様にも心
から感謝申し上げます。

　倫理法人会に入会して楽しくて楽しくて…
平成25年からの自分を振り返れば、私はとてものんびり
していました。今期より突然の会長拝命に右往左往の
日々。でも、振り返れば、半年間はやはり何をやってい
たのでしょう。今、周りを見渡しますと、熊本市西部や、
南の流通団地、神社界隈には沢山の企業様が。 
　未だ未だ倫理法人会をご存知無い皆様に、この倫理の
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桜町地区第一種市街地再開発事業（旧交通センター跡地周辺）
2019年９月頃開業予定で熊本市有数の大型商業施設（150店舗予定）
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熊本県倫理法人会 検索

新入会員のご紹介（敬称略）

● 熊本東倫理法人会 ●

３月 28日現在

肥後木村組㈱
菊池郡大津町大林310番地

モリタクリーン
熊本市北区植木町田底2059

㈱表現社
熊本市中央区九品寺1-3-9

エナテックス㈱
宇土市入地町246-1

社会福祉法人 恵寿会
 グリーンヒル みふね
上益城郡御船町辺田見840-9

大福フーズ
熊本市南区城南町今吉野649

㈲ラップ
 ペットサロンエムズ
熊本市中央区下通1丁目8-25

磐井農場
八女市立花町山崎925

澤　村　奈　古
☎096-293-2574

森　田　隆　一
☎096-274-6035 

松　本　　　聡
☎096-364-4916

安　部　達　彦
☎090-9578-8977

吉　本　　　洋
☎096-281-7777 

倉　岡　弘　人
☎0964-28-8760

森　　　智　恵
☎096-312-5115 

白　山　博　寿
☎0943-23-2469

● 山鹿市倫理法人会 ●
洋風居酒屋アキラ
山鹿市泉町1857

すなっく華
山鹿市昭和町313-1

スナック　ランデブー
山鹿市山鹿1433-10

中　島　　　章
☎0968-44-5127  

冨　田　春　美
☎0968-43-3417     

柿　内　大　樹
☎090-7680-1234   

● 熊本市倫理法人会 ●
㈱まごころマルシェ
熊本市中央区琴平本町3-19-1

熊本県議会議員
　濱田大造事務所
熊本市中央区八王寺町34-18

一般社団法人 来夢
熊本市南区流通団地1丁目2番地

なごみクリニック
熊本市北区清水新地6-6-12

㈱東政産業
上益城郡益城町宮園794-1

㈱トーケン 熊本支店
熊本市南区城南町赤見67

㈱坂口商店
熊本市東区上南部2丁目5-50

岡　部　和　広
☎096-295-5481   

濱　田　大　造
☎096-379-8506 

那　須　賢　兒
☎096-273-8803  

亀　川　寛　大
☎096-321-6544 

橋　本　達　弥
☎096-289-8735    

日　高　正　臣
☎0964-28-0905 

坂　口　優　介
☎096-234-7920    
   

● 熊本市中央倫理法人会 ●
三井住友海上火災保険㈱
熊本市中央区新屋敷1-5-1  4階

㈱ ami noel
熊本市中央区新大江1丁目17番20
　　　　　　　　　602号

㈲八十建設
熊本市東区新南部6-1-53

タイヘイテクノス㈱
熊本市北区高平3丁目43番11号

宮　本　仁　志
☎096-366-5533  

渡　邊　明　美
☎096-366-3179 
 

村　島　主　税
☎096-382-7669  

藤　本　　　勝
☎096-300-1010    

● 熊本市西倫理法人会 ●
㈱ Re・Gloss
熊本市南区元三町3-2-8

千　原　英　樹
☎096-200-5460

● 熊本北倫理法人会 ●
Managements. Support㈱
熊本市中央区新大江2丁目8番28号

税理士法人 アークス
熊本市中央区上林町2番34号
　　　ＧＲ夢飾人ビル601

プルデンシャル生命保険㈱
　　　　　　 熊本支社
熊本市中央区桜町1-20  12Ｆ

㈱モリシマ
熊本市東区錦ケ丘21-9

トータルリペア蘇甦
　　オートサービス
熊本市東区長嶺南6-18-10

㈱快プランニング
熊本市北区打越町33-92

熊本城稲荷神社
熊本市中央区本丸3番13号

医療法人社団 裕友会
合志市須屋2789-2

松　富　智　春
☎096-288-2700  

服　部　　　学
☎096-227-6725  
 

坂　本　幸　樹
☎096-359-1577  

木　村　大　輔
☎096-368-7707  

松　葉　　　健
☎080-5277-3210      

磯　部　　　健
☎096-341-1820

本　田　伊　熙
☎096-355-3521

古　場　洋　子
☎096-227-6162         
                      
      
           

九州第一エンジニアリング㈱
八代市鏡町有佐672

岩　永　将　信
☎0965-52-1709   
 
 

● 宇城倫理法人会 ●

大冒建設㈱
天草市東浜町13-1

㈲靴のやまだ
天草市中央新町3-20

川　上　英　俊
☎0969-22-2155    

山　田　幸次郎
☎0969-22-3055 

● 天草倫理法人会 ●

㈱豊田工業所 人吉営業所
八代市豊原下町4134-1

㈱豊田工業所 熊本営業所
八代市豊原下町4134-1

こじま整骨院
八代市本野町1970-1

豊　田　昌　裕
☎0965-33-3000    

豊　田　昌　裕
☎0965-33-3000

小　嶋　敦　士
☎0965-35-4824   

● 八代市倫理法人会 ●

ＷＡＢｉ－ＳＡＢｉ
人吉市紺屋町カーナビル7F

伽草子
人吉市五日町34

まぐろやサンロードシティ店
球磨郡錦町西715-1

ラッセル光子アン
☎080-6449-9943    

平　田　幸　子
☎0966-22-5013

西　　　芳　史
☎0966-38-4566  

● 人吉市倫理法人会 ●

㈱アシスト
菊池郡菊陽町原水1137-6

㈲キョウユー
水俣市浜松町61-40

野村歯科医院
葦北郡芦北町小田浦1348-5

㈾一期﨑畳店
水俣市昭和町1-3-14

三原色の会
水俣市古城3丁目8-26

緒　方　哲　也
☎096-232-0118 

中　村　裕　則
☎0966-84-9751

野　村　健一郎
☎0966-87-0040 

一期﨑　智太郎
☎0966-63-3778    

永　田　いづみ
☎0966-62-1295  
  
  

● 水俣芦北倫理法人会 ●

マニュライフ生命㈱
八代市西松江城町2-1  2F

橋口建築設計事務所
球磨郡錦町木上北689-2

ひかわ整骨院
 ボディバランスひかわ
八代郡氷川町野津858

大　柿　陽　平
☎0965-31-7800  

橋　口　栄　次
☎0966-38-0142

矢　野　晴　久
☎0965-62-1885  
  

● 八代北倫理法人会 ●

㈱ジブラルタ生命
人吉市中青井町296  2F

尾　方　琴　美
☎0966-22-3853   
  

● 球磨倫理法人会 ●

㈱ＳＵＮ－ＲＩＳＥ
八代市宮地町1881-1
　　　　　　園川ビル1F

山　本　洋　行
☎0965-35-9090 

● 八代中央倫理法人会 ●

● 熊本市南倫理法人会 ●
プルデンシャル生命保険㈱
熊本市東区下江津8-8-8

㈲西日本設備システム
熊本市東区桜木2丁目1-24

㈱タケウチ
熊本市北区大窪4丁目4-23

㈲いまい設備工業
熊本市南区元三町2丁目11-8

アイコネクト㈱
熊本市中央区黒髪2丁目5-10

未来創造㈱
球磨郡球磨村一勝地甲370番地2

㈱福吉建設工業
熊本市東区画図町下無田1432-13

桑　野　真　寿
☎096-241-6431    

松　永　俊　昭
☎096-214-7808  

竹　内　靖　晴
☎096-344-7920

今　井　憲　章
☎096-357-8261  

緖　方　　　洋
☎090-7927-6725

松　永　浩　司
☎080-4168-9668    

福　吉　孝　路
☎096-243-0005    

● 玉名倫理法人会 ●
㈱ユーネオ熊本
熊本市東区戸島町452-1

北川自動車
玉名郡和水町内田22-2

岩下建設㈱
玉名市立願寺179

㈱セイコー
玉名郡和水町久井原1054-1

㈱ホテルしらさぎ
玉名市岩崎730

平　井　　　渉
☎096-349-6776   

北　川　洋　隆
☎0968-86-4507        

坂　梨　恭　子
☎0968-74-1101

村　上　　　清
☎0968-86-5587     

手　島　栄　治
☎0968-72-2100   
   

● 荒尾市倫理法人会 ●
㈲荒尾ガラスセンター
荒尾市西原町２丁目10-25

㈱大塚食品
玉名郡長洲町永塩1084

㈲山川工業
荒尾市平山字浦口2125-8

林　田　秀　一
☎0968-62-7992    

大　塚　哲　也
☎0968-78-2971         

山　川　弘　毅
☎0968-66-1689

● 阿蘇倫理法人会 ●
阿蘇村上農園
阿蘇市黒流町362

㈱南陽建設
阿蘇郡南阿蘇村河陽3367

㈾井建設
阿蘇郡産山村山鹿558-2

村　上　勝　寛
☎0967-32-2505     

古　沢　　　隆
☎0967-67-0024           

井　　　英　樹
☎0967-25-2248  

● 菊池合志倫理法人会 ●
春ちゃん大道芸
菊池市北宮197-5

野沢工芸建築㈱
合志市御代志854

坂　本　春　男
☎0968-24-0711     

宮　川　純　子
☎096-242-1021       
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　玉名市寺田の郊外に、大人のための絵本と新鮮な素材
を使ったフランス料理を楽しんでいただけるレストラン
を６年程前にオープンしました。絵本セラピスト協会よ
り熊本第一号の認定をいただき、絵本の魅力を多くの
人々に伝え、絵本を通して大好きな自分と出会うお手伝
いをしています。皆様お気軽にご来店ください。
　倫理法人会には今年３月に入会。毎週のモーニングセ
ミナーでいろんな方の講話をお聞きし、倫理を学びなが
ら、たくさんの方々と知り合えればと思っています。今
後とも皆様方のご指導の程、宜しくお願い申し上げます。

食と絵本の空館「ラレーヌ アリス」
　　　　　　　　　　オーナー　武岡 寿美

玉名倫理法人会

保育事業及び介護支援事業
の総合コンサルタント

★みらいデイサービス熊本南
★みらい保育園
★みらいとしま保育園
★大同スマイル保育園

お問い合わせはこちら
TEL.0964-28-7447
〒861-4204 熊本市南区城南町下宮地 429-1

暮らしの快適・安全・安心を、
省エネ・省コストで実現します。

■太陽光発電／オール電化／
　蓄電池システムの販売施工

アシストみらい
代表　曽根﨑　政親

　　〒860-0802
　　熊本市中央区中央街4－22
　　アルバ銀座通りビル8F

出前活力朝礼指導を活用してください!

朝礼を行っているが活力がない
これで良いのか悩んでいる
活力朝礼を導入したいが
　　 どうしたらよいか？ など
悩まれている会員企業様‼

朝礼委員会に是非御相談下さいませ。当単会の朝礼
インストラクターがお伺いし、実演やヒントなど
アドバイスさせて頂きます。
　掲載写真は 10 月 6 日㈯の朝８時
より行われました㈱藤永組様の活力
朝礼におじゃましてまいりました。
会員企業様のご依頼どしどしお待ち
致しております。

活力!朝礼委員長　大石  雄一

八代市倫理法人会　㈱藤永組

～ 我が社の朝礼風景 ～
人吉市倫理法人会　広報委員　中尾 崇俊
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５月 13日㈪
　18：30～20：10

くまもと県民交流館パレア
熊本市中央区手取本町8-9

宮 本　治 郎 氏

一般社団法人
倫理研究所

法人スーパーバイザー

みや　　もと　　    じ　　ろう

主催・チケットのお問合せ

熊本市南倫理法人会
TEL 096－288－9398

日時

場所

講師

５月 14日㈫
　18：30～20：10

ザ・ニューホテル熊本
熊本市西区春日1-13-1

主催・チケットのお問合せ

熊本市西倫理法人会
TEL 096－288－9398

日時

場所

講師

５月 17日㈮
　18：30～20：30

玉名市民会館
玉名市岩崎152-2

福 井　龍 介 氏
ふく　　い　　　りゅう　すけ

主催・チケットのお問合せ

玉名倫理法人会
TEL 0968－76－8811

日時

場所

講師

５月 20日㈪
　18：30～20：30

ホテルアレグリア
　  ガーデンズ天草
天草市本渡町広瀬996

戸 田　徹 男 氏
と　　だ　　　　てつ　　お

常  松　　栄 氏
つね　　まつ　　　　　さかえ

やま　　じ　　　たく　　じ

主催・チケットのお問合せ

天草倫理法人会
TEL 0969－22－5071

日時

場所

講師

５月 21日㈫
　18：30～20：30

あらせ会館
水俣市栄町２丁目2-7

山 路　卓 司 氏

主催・チケットのお問合せ

水俣芦北倫理法人会
TEL 0966－86－0285

日時

場所

講師

令和元年度 熊本県内倫理経営講演会（５月）

一般社団法人
倫理研究所

法人スーパーバイザー

福岡市那の津倫理法人会

辻塚  さおり 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

名誉研究員

鳥取県米子市倫理法人会

井 木　敏 晴 氏
事業体験
報 告 者

５月 16日㈭
　18：30～20：30

パルティール福寿庵
球磨郡錦町大字一武1486

高 木　正 江 氏
たか　　ぎ　　　 まさ　　え

主催・チケットのお問合せ

球磨倫理法人会
TEL 0966－24－3567

日時

場所

講師

一般社団法人
倫理研究所

法人スーパーバイザー

滋賀県彦根市倫理法人会

上田  健一郎 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人アドバイザー

静岡県浜松市倫理法人会

大河内  慶吉 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人スーパーバイザー

　３月５日に人吉市のアンジェリーク平安にて、 講師と
して、 倫理研究所 有坂 宏一氏と、事業体験報告を神奈川
県倫理法人会会長 星 武司氏を招き講演をしていただき
ました。
　星 武司氏の自らの体験談を聴き、沢山の方々が感銘を
受けておられました。また有坂 宏ー氏はユーモアを交え
ながら倫理の素晴らしさを伝えていただき、終始笑顔と
笑い声の絶えない、素睛らしい時間となりました。
　人吉の会長、平瀬 裕ー氏を中心に役員一丸となり倫理
経営講演会に臨みました。会員の皆様、そして未会員の
方にも多数出席していただき、大盛況のうちに幕を閉じ
る事が出来ました。

人吉市倫理法人会　倫理経営講演会報告
大転換の時代  －岐路に立つ－
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新　入　会　員　企　業　紹　介（敬称略）

　塗装の職人として 23 年。これまでの経験
を生かし、福吉建設工業が目指すのは「塗
装で守る建物」です。様々な建物すべてが、
お客様の大切な財産です。よって、その大
切な財産を守る「外壁塗装」という仕事に
誇りをもって、日々の仕事を行っておりま
す。
　３月からは「活力朝礼」の指導にも来て
いただき、さらなるチームワークの向上を
図っております。

株式会社  福吉建設工業
　　　　代表取締役　福吉  孝路

熊本市南倫理法人会

　八代中央倫理法人会に今年入会しました、 
㈱ＳＵＮ－ＲＩＳＥの山本洋行と申します。 
　私の事業は、八代市にてボート販売・ボート免
許教室を営んでおります。 
　５ 年程前から事業主を目指し、仕事に生きがい
を感じる人と会うことで、創業者に憧れを抱くよ
うになり、自分の中でビジネスモデルが固まり、
去年創業に至った次第です。 
　生き生きとした人達に、人生のうちでたくさん
出会いたいというのが倫理法人会に入ろうと思っ
たきっかけです。 
　海や倫理を通して、壮大な世界でたくさんの人
たちと出会い成長していきたい所存です。 
　皆様、どうぞよろしくお願いします。 

株式会社  SUN－RISE
　　　　代表取締役　山本  洋行

八代中央倫理法人会

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
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５月 22日㈬
　18：30～20：30

主催・チケットのお問合せ

八代市倫理法人会
TEL 0965－32－4596

日時

場所 火の国ハイツ
熊本市東区石原2-2-28

５月 23日㈭
　18：30～20：30

やつしろハーモニーホール
八代市新町5-20

荒 井　久 満 氏
あら　　い　　　　ひさ　みつ

主催・チケットのお問合せ

熊本市託麻倫理法人会
TEL 096－288－9398

日時

場所

講師講師 山 田　長 司 氏
一般社団法人
倫理研究所

法人局 顧問

やま　　だ　　　 たけ　　し

石川県金沢市倫理法人会

連　　友 也 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人スーパーバイザー

石川県金沢市倫理法人会

中 野　宏 一 氏
事業体験
報 告 者

八代北倫理法人会　平成 31年度倫理経営講演会を終えて

事ができ感謝致します。
　講演内容も、未会員の方にも解り易くお話し頂
いて、「講演会に参加する機会を頂いて良かった。」
等のお声を頂きました。今後の普及に繋がるよう
に日々研鑽、精進して参りたいと思います。あり
がとうございました。

　去る３月 12 日㈫、講師に法人局教育業務部 三
浦貴史次長、事業体験者にさいたま浦和区倫理法
人会 小滝敏郎氏をお迎えして「平成 31 年度倫理
経営講演会」を、沢山の学びや思いと共に終える
事が出来ました。少ない役員での行事遂行ではあ
りましたが、皆様の御協力の下、滞りなく進める

平成31年度「県認定レクチャラー」のご紹介
単会名 役職名氏　名

１ 奈　須　悦　雄 熊本市中央 会 　 長
２ 相　馬　俊　樹 熊本市中央 MS委員長
３ 青　木　洋　子 八 代 北 事 務 長
４ 平　瀬　裕　一 人 吉 市 会 　 長
５ 満　石　理　恵 人 吉 市 研修副委員長
６ 江　﨑　貞　利 天 　 草 研修委員長
７ 中　鶴　昭　一 熊 本 東 会 　 長
８ 牛　島　勝　治 玉 　 名 相 談 役
９ 西　川　征　樹 玉 　 名 MS副委員長

単会名 役職名氏　名
10 伊　藤　圭　一 荒 尾 市 副専任幹事
11 宮　本　勝　年 熊 本 北 事 務 長
12 井　手　志　保 熊 本 北 県女性委員長
13 池　澤　千恵子 熊 本 北 幹 　 事
14 藤　岡　久　子 熊本市西 会 　 長
15 島　村　鉄　兵 熊本市西 専任幹事
16 西　田　義　伸 熊本市西 相 談 役
17 髙　見　睦　代 熊本市南 事 務 長
今期、モーニングセミナー講話者として、17名が誕生
致しました。よろしくお願いします。
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熊本県倫理法人会  女性委員長　井手  志保

＝県央地区女性委員会主催＝
　　アフタヌーンセミナー開催

女性委員会

　３月 31 日に県央地区女性委員会主催
アフタヌーンセミナーを開催致しまし
た。県内各地より約 90 名近くのご参加
があり本当にありがとうございます。と
ても嬉しいです。
　講師は熊本県全国初、夫人の会 大庭
よしえ会長に務めていただき、女性がイ
キイキと活躍していく喜びをお伝えくだ
さいました。熊本県倫理法人会立ち上げ
に多大なる尽力をいただきました旦那様
の遺言を大切に守り実現して下さったお
かげで、現在の女性委員会も継続出来て
います。そういった先人の方々の思いを
受け継ぎながら、熊本県倫理法人会の発
展、そして女性の力でサポート出来る事
に務めてまいります。

　女性委員会主催で毎年６月は大イベントで
恒例となっております。今回は、女性魅力ア
ップ大交流会を開催致します。講師に東京都
倫理法人会にてご活躍の小林良子氏をお招き
致します。小林講師は、お仕事柄接遇マナー
企業研修等を手がけられています。当日の講
演では、ご自身の仕事と家庭を両立させなが
らのご経験、そしてすぐにでも役立てられる
笑顔のトレーニングワークなども行なってい
ただきます。
　また、交流会では舞踊団花童をお招きして
います。ランチ交流しながら優雅なひと時を
過ごしていただけたら幸いです。

女性魅力アップ大交流会のお誘い

もっと輝く‼もっと輝く‼

寺子屋飲み会 開催

熊本県後継者倫理塾　　募集開始‼

　後継者倫理塾とは
　後継者倫理塾は創業者の精神を深くか
みしめ、倫理経営を正しく理解・実践して、
世の中に役立つ生き方を塾生同志の学び
の中から夫婦・親子・家庭・職場・祖先
といった、自分を取り巻く環境や、人と
人の関わり、己の心の在り方を学ぶ道場
です。
　企業の未来を担う後継者に純粋倫理の
学習と実践を通して、豊かな人間性をそ
なえた経営者として必ずや企業繁栄の礎
となると確信しています。

　平成 31 年２月 22 日㈮ 熊本市水道町トラッ
トリア・ロッソさんにて今年度、第２回となる
寺子屋飲み会を開催しました。寺子屋飲み会と
は寺子屋＋飲み会です。学びの場と懇親の場を
同時に提供する目的で青年委員会が主催してい
ます。
　今回は 25 名の倫理歴 10 年以上の方から入会
１年未満の会員さん・未会員さんが参加し開催
されました。
　今回の講師は熊本県倫理法人会 川﨑幹事長を

お迎えし「変身」というテーマで 30 分の講話。
ご自身の倫理体験を中心に語っていただき、そ
の後の懇親会では
講師を交え親睦を
深めました。
　次回は６月頃の
開催を予定してお
ります。

寺子屋飲み会 開催青年委員会

熊本県後継者倫理塾　　募集開始‼第一期生
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ごあいさつ

塾長　久保山 文生

　10ヶ月間のカリキュラムの中で塾生お
一人お一人がどんな成長の姿があるのか、
その姿は自分の姿でもあるのかもしれま
せん。なぜなら塾生と共に関わる全員で
つくる成果だと思うからです。
　純粋倫理全容を学ぶ中で人と関わり、
成長できる素晴らしさを精一杯学び、分
かち合い、実践し、終了の時には、後継
者として、リーダーとして、一回り大き
く成長した塾生第一期生との出会いを楽
しみにして参りたいと思います。感謝。

副塾長　平井　郁惠


