
法人レクチャラー
清和アグリス㈱
代表取締役 東村 英幸 氏

「倫理経営とは」

場所：別所  琴平神社　18:30～19:30

7/2㈫ ● 経営者の集い
　　（熊本市西倫理法人会）　

名誉研究員
中西　 浩 氏

「不即不離」

場所：あゆの里　18:30～19:10

7/6㈫● 設立30周年記念講演
　　（人吉市倫理法人会）

法人レクチャラー  長崎県倫理法人会  監査
㈲ライフサービス
代表取締役 橋本 卓也 氏

「運とつかむ」

場所：八代グランドホテル　18:30～19:30

7/10㈬● 経営者の集い
　　（八代市倫理法人会）　

法人レクチャラー 長崎県倫理法人会 MS委員長
㈲ｅプランニング
代表取締役 上村　 靖 氏

「人間万事塞翁が馬」

場所：ホテルサンライト　18:30～20:30

7/16㈫● 経営者の集い
　　（水俣芦北倫理法人会）　

法人レクチャラー  長崎県倫理法人会  青年委員長
㈱あおぞら福祉会
代表取締役 山本　登志之 氏

「倫理で救え!日本の福祉」

場所：石倉　18:30～19:30

7/18㈭● 経営者の集い
　　（球磨倫理法人会）　

法人レクチャラー　福岡県倫理法人会
普及拡大委員長
㈲みつ葉企画　顧問 金子 陽子 氏

「～信じていたら恐くない～」

場所：熊本県民交流館パレア9F会議室①　18:30～19:30

7/22㈪● 経営者の集い　　（熊本市南倫理法人会）　

海
の
日

水火 2

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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「厳しい時代を生きぬいて」

熊本市中央 県　央
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球　磨 県　南
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八代北 県　南
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「倫理経営の要諦」
九州・沖縄副方面長

宮内 秀樹 氏

八代中央 県　南

球　磨 県　南
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（社福）みどり福祉会
地域活動支援センター あい
施設長 山川 ミドリ 氏

7/16/30

「継続は力なりと倫理実践」
玉名南倫理法人会　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

「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

天　草 県　央

天　草 県　央
「倫理が伝える繁栄のヒント」

「地球倫理の森」沙漠緑化隊に参加して…
八代北倫理法人会　事務長
シルクィーン  サンクス
代表 青木 洋子 氏

名誉研究員

井上 茂勝 氏

「アマビズと天草の可能性」
天草市企業創業・中小企業センター
アマビズ
センター長 内山　 隆 氏

天　草 県　央
「社長は戦国武将に学べ」
熊本市中央倫理法人会　副会長
かどおか歯科医院
院長 角岡 秀昭 氏

「知覚動考」
熊本市南 県　央

「感謝の心」　
法人レクチャラー
長崎県倫理法人会　青年委員長
㈱あおぞら福祉会
代表取締役 山本 登志之 氏

「実践で学んだこと」　
八代北倫理法人会　広報副委員長
㈲ハギノ
代表取締役 萩野　 真 氏

「日本人の生活習慣と神道のつながり」　
宇城倫理法人会　会長
（宗法）粟嶋神社
権禰宜 横田 浩一 氏

「倫理とのご縁・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

「感謝するということ」
法人レクチャラー
長崎県倫理法人会　監査
㈲ライフサービス
代表取締役 橋本 卓也 氏

「我社の事業継承がうまくいったわけ」
荒尾市倫理法人会　MS委員長
有限会社加来建設
代表取締役会長 加来 恵美子 氏

「笑顔で、笑顔で乗り越える」
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

宗閑会 元島産婦人科医院
医院長 元島 正信 氏

「祖先の力に支えられて」

熊本市中央 県　央

八代中央 県　南

球　磨 県　南
「天職」
熊本市南倫理法人会　事務長
長迫木材有限会社
代表取締役 髙見 睦代 氏

八代中央倫理法人会
副会長・普及拡大委員長
㈲こばやし　代表 小林 寿男 氏

「現在進考中」

「地球倫理の森」沙漠緑化隊に参加して…

「変わらなければ続かない」
法人スーパーバイザー  沖縄県倫理法人会 相談役
㈱ジムキ文明堂
代表取締役社長 石川 元章 氏

「前向き ～い草と縄で60年～」
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法人レクチャラー　福岡県倫理法人会
普及拡大委員長
㈲みつ葉企画　顧問   金子 陽子 氏

「家財整理の現場からお伝えしたい事」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

福思企画
代表 　山口 由弘 氏

「グローバルなおもてなし」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

NPO法人 ディスカバリーくまもと
理事長 野田 恭子 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　央

宇　城 県　央
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「地球倫理の森」沙漠緑化隊に参加して…
八代北倫理法人会　事務長
シルクイーン  サンクス  代表
八代北倫理法人会　会員
出あい市場

青木 洋子 氏
森永 光子 氏

八代北倫理法人会　会員
井上産業 井上 昭光 氏

倫理経営インストラクター
税理士法人 プロスパー加藤 公利 氏

中園 朝子 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「一日一日を大切に生きる」
熊本市託麻倫理法人会　会長
㈱九州自然環境研究所
代表取締役　所長

「富士研に参加して」
水俣芦北倫理法人会　研修副委員長
川口牧場　代表 川口 誠二 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南
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八代北倫理法人会　事務長
シルクィーン サンクス
代表 青木 洋子 氏

「良い事が次々起きる奇蹟の法則」

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

宮崎県倫理法人会　普及拡大委員長
ABCプランニング 松木 利徳 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「企業経営者は戦国武将に学べ」
熊本市中央倫理法人会　副会長
かどおか歯科医院
院長 角岡 秀昭 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

八代市 県　南

「倫理と出会って」
八代中央倫理法人会 　専任幹事
山下保険事務所

山下 大輔 氏

八代市 県　南

「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

天　草 県　央

「妻の一声」

「倫理を学んで思うこと」

「世界一の常識をめざす倫理法人会」
名誉研究員

宇都 進一郎 氏

熊本県倫理法人会　相談役
㈱藤永組
代表取締役会長 藤永 勝利 氏

宇城倫理法人会　会員
㈱ソニックジャパン
プランナー 草場 哲夫 氏

「世界一炭焼職人の錬磨」
菊池合志倫理法人会　会員
有限会社明るい農村
代表取締役会長 末廣 勝也 氏

「人生　今から」

「アイデアで道を開く」
天草アイデアルーム
代表 田中 慎一郎 氏

「事業継承はソフト下克上」
熊本市南 県　央

宇　城 県　央

クラシオ株式会社
代表取締役社長 瀬倉 将司 氏

天　草 県　央

宇城倫理法人会　会員
熊本ヤクルト㈱
小川センター 山室 義寛 氏

「腸内環境と健康」

 島村 鉄兵 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「心から信じる‼」
熊本市西倫理法人会　専任幹事
㈱Ｂ‐Produce
代表取締役

 吉見 和晃 氏

「会長を拝命して３年」
八代北倫理法人会　会長
吉見自動車　代表

「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

熊本市倫理法人会　幹事
㈱テクノシステム  取締役　山下 慶一郎 氏

熊本市西 県　央

八代北 県　南

「倫理法人会のいい所100探し」
法人レクチャラー
清和アグリス㈱  代表取締役　東村 英幸 氏

「苦難福門」今年の目標
  モーニングセミナー150回超出席

 富沢 一憲 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南
「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

「ありがとう、倫理に出逢い、培ったもの、」
八代中央倫理法人会　副会長
メガネのハヤシダ
代表 林田 正充 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「見方・聞き方・受け取り方で変わる」
法人レクチャラー  長崎県倫理法人会 MS委員長
㈲ｅプランニング
代表取締役 上村　 靖 氏

5週目のため 休会 5週目のため 休会

5週目のため 休会

７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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