
６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㈴2079
玉名南会場：パレセランKOZAKI　玉名市天水町小天7232
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

金

土
玉　名 県北東

菊池合志 県北東

「人生理念」
熊本市中央倫理法人会　MS委員長
㈱ブレス　代表取締役 相馬 俊樹 氏

熊本市託麻 県　央
「人生の99％は思い込み」
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

名誉研究員

戸田 徹男 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

「倫理を学び実践したおかげで…」
熊本東倫理法人会　副会長
㈱ TOBI-ICHI
代表取締役 富澤 一憲 氏

熊本北 県　央 熊本市託麻 県　央
「倫理経営の要諦」
九州・沖縄方面
副方面長 宮内 秀樹 氏

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

日
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荒尾市 県北東
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「成功の秘訣は倫理？!」
熊本市倫理法人会　会員
㈲やま弥　代表取締役会長
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水 木月 火 7
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5/26

「小さなことに磨きをかける」
法人レクチャラー
佐賀県倫理法人会　幹事長
ヤマトカンキョウ㈱
代表取締役 牧瀬 正和 氏

野島 規子 氏

㈱メガネの大宝堂
代表取締役社長 布田 善久 氏

「勇気と知恵と倫理」
大阪府倫理法人会　普及拡大副委員長
㈱ＩＣキャリア　
代表取締役 乾  千嘉子 氏

熊本東 県北東
「順序の大切さ」　
 （34年間のホテル経営を終える）
法人レクチャラー
福岡市中央倫理法人会
相談役　　 國府 昭一 氏

「倫理を通しての心の置きどころ」

熊本市託麻 県　央

熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東

山鹿市 県北東 熊本北 県　央

2826 27
「『ロービジョンフットサル日本代表
  を応援する会』支援活動について」

「憂える心はすぐそばに」
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

菊池合志 県北東

2524

「万物生成運を呼び込む」
八代北倫理法人会　相談役
㈱水の子
代表取締役 上村 茂則 氏

永田　 靖 氏

「今、足元を見つめて」
熊本市 県　央

「太陽のように生きる」

小林 良子 氏
法人レクチャラー  東京都城北地区副地区長
㈱スマイル フォスター
代表取締役

「倫理の気付きと実践」
福岡県倫理法人会　副会長
㈱桐明組
代表取締役社長 桐明 和久 氏

菊池合志 県北東

熊本市 県　央

山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「会社経営29年の天国と地獄」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会
県央副地区長
㈱ First  代表取締役 小佐井 憲彦 氏

熊本北 県　央

荒尾市 県北東

「人生の羅針盤 ～ The Compuss ～」
八代北倫理法人会　専任幹事
㈲Prime１　代表取締役

伊藤 慶輔 氏

法人レクチャラー
福岡県後継者倫理塾  塾長
㈱ポポロン企画
代表取締役社長 末政 ヒロ子 氏

「倫理経営元年・もうかったぞ!
  江﨑貞利株式会社」
天草倫理法人会　研修委員長
㈲天草産業　代表取締役 江﨑 貞利 氏

「倫理に感謝‼」

加尾 真弘 氏
福岡県倫理法人会　青年委員長
㈲カオモータース  マネージャー

「性は生きる力」

「私の経営を語る」
熊本市南倫理法人会　会員
シアーズホームグループ
代表取締役 丸本 文紀 氏

玉　名 県北東

29
「栞は人生のトリセツ」
法人スーパーバイザー
熊本県倫理法人会　相談役
おがたフードサービス㈲
代表取締役 緒方 一義 氏

「職場の教養16年」
熊本北倫理法人会　幹事
㈱RMK　代表取締役 池澤 千恵子 氏

阿　蘇 県北東

「幸せは健康から」
熊本県倫理法人会　朝礼委員長
㈲松本運送　代表取締役松本 眞二 氏

「倫理を学べば商売楽勝!」
荒尾市倫理法人会　副専任幹事
からあげ虎一　代表 伊藤 圭一 氏

阿　蘇 県北東

「本を忘れず」
法人レクチャラー　福岡県倫理法人会  事務長
辻塚さおり税理士事務所辻塚 さおり 氏

「人生は神の演劇、その主役は己自身である」
熊本市中央倫理法人会　会員
森からし蓮根㈲
代表取締役会長 森　 裕子 氏

熊本東 県北東
「倫理と出会って」
人吉市倫理法人会　幹事
（一社）自閉症スペクトラム支援
センター   にじ   代表理事　　満石 理恵 氏

「人生理念」
熊本市中央倫理法人会　MS委員長
㈱ブレス　代表取締役　　　　相馬 俊樹 氏

「運命自招」
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

「令和時代をどう生きる！
  ～倫理と共に～」
熊本東倫理法人会　相談役
行政書士　山本孝二事務所　所長

山本 孝二 氏

「今の自分と倫理」
玉名倫理法人会　研修委員長
㈲里野建設 里野 寿一 氏

熊本市 県　央

荒尾市 県北東

「繁栄の法則」
法人スーパーバイザー
㈱ハナノイ
代表取締役 花野井 勝浩 氏

「倫理で出会った人と言葉」

宮村 陶太 氏
熊本市南倫理法人会　MS委員長
㈲CAN建築設計事務所
営業企画

荒尾市 県北東

水俣芦北倫理法人会　会長
永田渉税理士事務所
所長代理

「ありがとう」

森下 芳伸 氏
八代北倫理法人会　MS委員長
㈱メインプランナー

「ダメ経営者の会社が続いている訳」
法人スーパーバイザー
熊本県倫理法人会　相談役
おがたフードサービス㈲
代表取締役社長 緒方 一義 氏

玉名南 県北東

「倫理の学びと実践」
法人アドバイザー
熊本市中央倫理法人会　会員
㈱岩永組　代表取締役会長

岩永 研一 氏

玉名南 県北東

「出会いに感謝」
後継者倫理塾　副塾長
（医）平井整形外科
ﾘﾊﾋ ﾘ゙ﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ
副理事長 平井 郁惠 氏

玉名南 県北東

「純粋倫理の三つの特徴」
理事　法人スーパーバイザー
野中産業㈱　
代表取締役 野中 真一郎 氏

玉名南 県北東
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熊本東 県北東

「倫理経営元年・もうかったぞ!
  江﨑貞利株式会社」
天草倫理法人会　研修委員長
㈲天草産業　代表取締役 江﨑 貞利 氏

「倫理と出会って良かった事」

山田 高大 氏
熊本北倫理法人会　副専任幹事
㈱ニコニコ不動産　代表

福岡県倫理法人会　副会長
㈱桐明組
代表取締役社長

6/5㈬

場所：阿蘇の司ビラパークホテル
　　　18:30～

● 経営者の集い
    （阿蘇倫理法人会）

「倫理との出会いに感謝」

桐明 和久 氏

法人レクチャラー
福岡県後継者倫理塾  塾長
㈱ポポロン企画
代表取締役社長

6/9㈰

場所：コッコファーム
　　　18:00～19:00

● 経営者の集い
    （菊池合志倫理法人会）

「人を幸せにする経理の法則」

末政 ヒロ子 氏

法人レクチャラー
福岡県倫理法人会  事務長
辻塚さおり税理士事務所

6/26㈬

場所：くまもと県民交流館パレア
　　　会議室3　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （熊本北倫理法人会）

「苦難福門!苦難歓喜!」

辻塚 さおり 氏

大阪府倫理法人会
普及拡大副委員長
㈱ＩＣキャリア
代表取締役

6/21㈮

場所：玉名高等職業訓練校
　　　　18:30～19:30

● ナイトセミナー
    （玉名倫理法人会）

「利他。ビジネス傾聴のすすめ」

乾 千嘉子 氏

法人レクチャラー  
東京都城北地区　副地区長
㈱スマイル フォスター
代表取締役

6/10㈪

場所：ホテルヴェルデ
　　　19:00～20:00

● 経営者の集い
    （荒尾市倫理法人会）

「経営者に大切な心」

小林 良子 氏

法人レクチャラー  佐賀県倫理法人会  幹事長
ヤマトカンキョウ㈱  代表取締役 牧瀬 正和 氏

6/11㈫

場所：富士ホテル 18:30～19:30

場所：阿蘇熊本空港ホテルエミナース 18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（山鹿市倫理法人会）

● 経営者の集い
　　（熊本東倫理法人会）

「社員の声に耳を傾ける」

法人レクチャラー
福岡市中央倫理法人会  相談役 國府 昭一 氏

6/13㈭
「倫理を学んで事業転機のとき」


