
法人レクチャラー
福岡県倫理法人会　MS委員長
㈱小笠原  代表取締役

6/11㈫

場所：鏡文化センター  大ホール
　　　18:30～20:30

● ナイトセミナー
    （八代北倫理法人会）

「倫理＝経営」

　小笠原 涼子 氏

法人レクチャラー
沖縄県那覇東倫理法人会　副会長
竹尾内装店　代表

6/18㈫

場所：アンジェリーク平安
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （人吉市倫理法人会）

「点と線」

　名城 幸男 氏

法人レクチャラー
福岡市南倫理法人会
相談役　　　　　

6/17㈪

場所：くまもと県民交流館パレア9F
　　　会議室６　18:30～19:30

● ナイトセミナー
    （熊本市南倫理法人会）

「夫婦愛和」

　岡本 妙子 氏

法人レクチャラー
長崎県長崎南倫理法人会　相談役
新栄総業㈱
代表取締役社長

6/20㈭

場所：くまもと県民交流館パレア
　　　会議室３　18:30～20:00

● 経営者の集い
    （熊本市中央倫理法人会）

「目の前の小さな実践」

　伊藤 弘和 氏
福岡市南倫理法人会　会長
㈱ブロック　会長

6/24㈪

場所：ホテル華月園 ２Ｆ
　　　19:00～20:00

● 経営者の集い
    （宇城倫理法人会）

「継続は力なり」

　松井 貞子 氏

水火 4

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
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「倫理との出合い」

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

「マインドを育てる」
熊本北倫理法人会  幹事・県認定レクチャラー
医療法人いけざわこども
クリニック　　看護師長　池澤 千恵子 氏

八代中央 県　南

球　磨 県　南
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家庭倫理の会八代市 シニア委員長
㈲久保田板金　取締役会長

久保田 靖尋 氏

6/15/26

「音楽の力」
熊本市南倫理法人会　会員
NPO法人
オーケストラ創造 　坂本 一生 氏

「私たちはこれからどこへ向かうのか」
熊本市議会議員
古川さとこ 事務所　古川 さとこ 氏

「苦難福門」今年の目標ﾓｰﾆﾝｸ ｾ゙ﾐﾅｰ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 　山下 慶一郎 氏

天　草 県　央

天　草 県　央
「人生を豊かにする本当の終活」

「近い」
法人アドバイザー
税理士法人プロスパー
会長 加藤 公利 氏

カフェ希望の家
店主 久保 裕美 氏

「倫理の出会いと実践」
玉名市倫理法人会　会員
レイア　代表 荒川 裕子 氏

天　草 県　央
「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 野島 規子 氏

「打つ手は、無限」
熊本市南 県　央

「独立後25年を振り返って、
  そしてほんの少しの働き方改革へ」　
八代北倫理法人会　朝礼委員長
㈲コダナス企画　代表取締役

斉藤 良二 氏

「性は生きる力」　
名誉研究員

戸田 徹男 氏

「私は、万人幸福の栞で
  入会を決めました」　
熊本市倫理法人会　専任幹事
㈲内田漁具店　
代表取締役 内田 英一 氏

「倫理指導とその後」　
八代中央倫理法人会　広報委員長
績塾 八代田中北町校
塾頭 齊藤　 正 氏

「近づく学びの試され時」
熊本県倫理法人会　研修委員長
㈲平野電工
代表取締役 平野 公夫 氏

「意識が変れば健康が変る」
熊本市倫理法人会　会員
なごみクリニック
院長 亀川 寛大 氏

「苦難も幸福」
熊本市中央倫理法人会　青年副委員長
㈱ドゥプロジェクト 門岡 利卓 氏

九州・沖縄方面
担当研究員 嶌本 真人 氏

「視点を変える」

「心から信じる」

「タイミング」
法人レクチャラー  長崎県長崎南倫理法人会
相談役　新栄総業㈱
代表取締役社長 伊藤 弘和 氏

「新しいカタチ!」

「おもいやりの心」
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法人レクチャラー
福岡市南倫理法人会
相談役　　 岡本 妙子 氏

「清正公のリーダーシップ」
熊本市中央倫理法人会　会員
加藤神社　宮司 湯田 崇弘 氏

「朝スッキリ起きる方法」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

Sleeping Life  MURATA
店主 村田 桂祐 氏

「笑顔で、笑顔で乗り越える」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

トリートメント  コーディネーターツグミ
代表 徳永 恵美子 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

宇　城 県　央

8

八代北倫理法人会　会員
マニュライフ生命㈱　大柿 陽平 氏

法人レクチャラー　福岡県倫理法人会
MS委員長
㈱小笠原  代表取締役小笠原 涼子 氏

熊本市南倫理法人会　事務長
長迫木材㈲
代表取締役 　高見 睦代 氏

名城 幸夫 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「合わせる力」
法人レクチャラー  沖縄県那覇東倫理法人会
副会長
竹尾内装店　代表

「今、自分の足元を見つめて」
水俣芦北倫理法人会　会長
永田渉税理士事務所
所長代理 永田　 靖 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

26 27 28

「キラリと光る～～～‼」
熊本市南倫理法人会　事務長
長迫木材㈲
代表取締役 高見 睦代 氏

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

「福岡県倫理法人会後継者倫理塾の取り組み」
法人レクチャラー  福岡県博多みなと倫理法人会
相談役　㈱健将ライフ
代表取締役 箕浦 將昭 氏

「心ひとつ」

「継続は力なりと倫理実践」
玉名倫理法人会　普及拡大委員長
㈱でんきのサントップ
代表取締役 石原 政孝 氏

「つながり」
法人スーパーバイザー
神奈川県倫理法人会　相談役
㈱ティー･シー・エス
代表取締役 川内 美喜男 氏

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 　　梅田 竜嗣 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「先人たちの知恵を未来の子供たちにつなぐ」
熊本市中央倫理法人会　普及拡大委員長
㈱サポート
代表取締役

「本物か偽物か、試され時はすぐ其処に」
熊本県倫理法人会　研修委員長
㈲平野電工
代表取締役 平野 公夫 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

八代市 県　南
「家族の絆が商売繁盛」
法人レクチャラー
㈲アド・ミカミ
代表取締役 　三上 忠男 氏

天　草 県　央

「天職」

「企業に倫理を!職場に心を!」

「念ずれば花ひらく」
熊本県倫理法人会
県北東副地区長
小代焼　ふもと窯 井上 泰秋 氏

サンワ企業グループ
サンワ都市設計研究所 那須 恒敏 氏

NPO法人  宇城市環境保全隊
宇城倫理法人会  会員 兼本 光司 氏

「喜んで挑戦」
福岡市南倫理法人会　会長
㈱ブロック　会長 松井 貞子 氏

「トライアスロンに出会って」

 南﨑 明美 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「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

 外山 裕二 氏人吉市倫理法人会  会員
とやまクリニック  院長

「視点を変える」
九州・沖縄方面
担当研究員 嶌本 真人 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「人生の最後の時に見たい光景は
  なんですか？」

「凡夫における ささやかな倫理効果」
熊本市倫理法人会　会長
（同）瑞穂恒産
代表社員 河﨑 由紀夫 氏

６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
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