
法人局  法人スーパーバイザー
山口県周南市倫理法人会
㈱徳山ﾋ ﾙ゙ｻｰﾋ ｽ゙  代表取締役 宮本 治郎 氏

「大転換の時代－岐路に立つ－」

場所：パレア10Ｆパレアホール　18:30～20:10

5/13㈪● 倫理経営講演会　　（熊本市南倫理法人会）

　

法人スーパーバイザー
㈲常松建設
代表取締役 常松　 栄 氏

「大転換の時代－岐路に立つ－」

場所：ザ・ニューホテル熊本　18:30～20:10

5/14㈫● 倫理経営講演会　　（熊本市西倫理法人会）

　

法人スーパーバイザー　
㈲オフィス・マリ
代表取締役 高木 正江 氏

「大転換の時代－岐路に立つ－」

場所：パルティール福寿庵　18:30～20:30

5/16㈭● 倫理経営講演会　　（球磨倫理法人会）

　

法人局参事　法人アドバイザー
大阪府倫理法人会  相談役
㈱河幸海苔店　会長 山路 卓司 氏

「大転換の時代－岐路に立つ－」

場所：あらせ　18:30～20:30

5/21㈫● 倫理経営講演会　　（水俣芦北倫理法人会）

　

即位の日 国民の休日 憲法記念日水

火 7

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

振
替
休
日

こ
ど
も
の
日

み
ど
り
の
日

13

20

27

12

木 金 土

「未定」

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

「人生全て自己責任」
熊本市中央倫理法人会　女性委員長
㈱ウッドランドパス　
代表取締役 荒木 周子 氏
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球　磨 県　南
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八代警察署長

 氏

「喜んで 働く」/「夫婦愛和に感謝」
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「心の実践」
法人スーパーバイザー
㈲常松建設
代表取締役 　常松　 栄 氏

「職場の教養16年」～効果抜群の使い方～
熊本北倫理法人会　幹事
（医）いけざわこども
クリニック 看護師長　池澤 千恵子 氏

「人とのご縁を大切に」
熊本市中央倫理法人会　研修委員長
アーキウィング㈱
代表取締役 　那須 耐児 氏

天　草 県　央

天　草 県　央
「情緒の共有」/「スイッチ・オン」
名誉研究員
法人レクチャラー
倫理経営インストラクター
鳥取県倫理法人会  相談役
㈱井木組  代表取締役社長　

戸田 徹男 氏

井木 敏晴 氏

法人スーパーバイザー　
㈲オフィス・マリ
代表取締役
法人レクチャラー
滋賀県倫理法人会　会長
㈱千成亭風土　代表取締役　　

高木 正江 氏

上田 健一郎 氏

「朱に交われば赤くなる」
天草倫理法人会　会員
ライオン堂　代表取締役

下田 昇一郎 氏

天　草 県　央
「事業経営29年の天国と地獄」
熊本倫理法人会　県央副地区長
㈱ First
代表取締役 小佐井 憲彦 氏

「境遇は自ら造る!」
熊本市南 県　央

「念ずれば花ひらく」　
水俣芦北倫理法人会　専任幹事
豊田実業㈱
代表取締役 澤村 昭仁 氏

「ありがとう」　
八代北倫理法人会　ＭＳ委員長
㈱メイトプランナー
代表取締役 森下 芳伸 氏

「会員スピーチ」　

「令和元年度は勝負の年」
八代市長

中村 博生 氏

「今を生きる」
八代市倫理法人会　相談役
ナイスガードヨシミ

吉見 元親 氏

「熊本地震に遭遇して」
北霧島倫理法人会　会長
㈱山椒茶屋　社長 山下 康徳 氏

「細川藩の宝暦の改革」
くまもと地名研究会運営委員
一新まちづくりの会  監事
熊本城保存活用委員 毛利 敬士 氏

「オープン５周年というタイミングの初 !倫理指導」
八代市倫理法人会　女性委員長
光のコラーゲンカプセル専門店
ヒーリングサロンドリーミー  代表 小林　 緑 氏

八代中央 県　南

「夫婦対鏡」
法人スーパーバイザー
鹿児島中央倫理法人会  相談役
㈱岩田組  代表取締役副社長 岩田 三千生 氏

「すなお（純情）な倫理経営の実践」
法人スーパーバイザー
㈲神谷産業
代表取締役 神谷 善高 氏

「明朗愛和～父から贈る言葉」

「薬漬け医療の裏側」
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熊本市中央 県　央 球　磨 県　南

28

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

「倫理と出会って良かった事」
熊本北倫理法人会　副専任幹事
㈱ニコニコ不動産
代表　 山田 高大 氏

「“報恩感謝”」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

法人局  法人スーパーバイザー
山口県周南市倫理法人会
㈱徳山ﾋ ﾙ゙ｻｰﾋ ｽ゙  代表取締役 宮本 治郎 氏

「職場の教養」16年!
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

熊本北倫理法人会 幹事  菊池合志倫理法人会 会員
いけざわこどもクリニック
㈱ＲＭＫ  代表取締役 池澤 千恵子 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

宇　城 県　央

「半径５ｍの人・モノ・カネ・情報
 を大切にする」
法人局　顧問
ミニメイド・サービス㈱
取締役会長 山田 長司 氏
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㈲健康センター中川

中川 天陛 氏

熊本北倫理法人会　MS委員長
ノバリ㈱
熊本第３オフィス 高田 義久 氏

法人スーパーバイザー
㈱Coach喜働 塩川 哲郎 氏

正源司 渡 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「あなたのおかげでこんなに…」
法人レクチャラー
菊池合志倫理法人会  副会長
㈱健康舎  代表取締役

「足下の実践」
法人局参事　法人アドバイザー
大阪府倫理法人会  相談役
㈱河幸海苔店　会長 山路 卓司 氏

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
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「倫理で学んだこと」
球磨倫理法人会　専任幹事
坂本自動車整備工場　
工場長 永田 伸悟 氏

「人生全て自己責任（笑）」
熊本市中央倫理法人会　女性委員長
㈱ウッドランドパス
代表取締役 荒木 周子 氏

「熊本地震で生かされた倫理」

「熊本ヴォルターズの軌跡」
熊本バスケットボール㈱
常務取締役 西井 辰朗 氏

熊本東倫理法人会　幹事
阿蘇熊本空港ﾎﾃﾙｴﾐﾅｰｽ
総支配人 橋之口 茂 氏 　　石本 博之 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「勤労歓喜」
八代市倫理法人会　幹事
やつしろおもて㈱
本社代表

「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 奈須 悦雄 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

八代市 県　南
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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　 　平野 美佐子 氏

天　草 県　央
「万人幸福　なんて贅沢で
  素晴らしい倫理の教え」
熊本市南倫理法人会　会長
㈱あおい警備保障
代表取締役 大橋 武司 氏

「自己革新は家庭から」

「地域が主役のフットパス」

「覚悟を決めたとき」
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

合同会社フットパス研究所

井澤 るり子 氏

宇城倫理法人会　会長
（宗法）粟嶋神社 横田 浩一 氏

「倫理が伝える繁栄のヒント」
名誉研究員

井上 茂勝 氏

「御代（みよ）かわりで思う事　（平成から令和）」

 嶌本 真人 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「信念を培う」
九州・沖縄方面
担当研究員

「３年目の会長として」
八代中央倫理法人会　会長
㈲久保田板金
代表取締役 久保田 健嗣 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「会員スピーチ」

「倫理で、強くやさしく」
八代市倫理法人会　会員
㈱漱石　代表取締役 山本 雅子 氏

八代北倫理法人会　相談役
案山子 坂本 光司 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南
「雨ニモマケズ」

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

５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

祝日の為 休会

祝日の為 休会

祝日の為 休会

6

2 3

5週目のため 休会


