
海の日

７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
水前寺会場：ホテル熊本テルサ　熊本市中央区水前寺公園28-51

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

「捨我得全」
熊本県倫理法人会　相談役
㈱ダスキンレントオール
代表取締役会長 赤澤　 巖 氏

「玉名倫理法人会　会長職を拝命して」
玉名倫理法人会　会長
フラワーショップ  フルール
代表取締役 山中 重子 氏

玉名倫理法人会　新役員

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

「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 山本 孝二 氏

熊本北 県　央 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
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「命輝かして（心即太陽）」
参事　法人アドバイザー
明るい農村　ぽかぽか
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「積小為大」
熊本東倫理法人会　監査
熊本中央リース㈱
取締役会長 永島 賢治 氏

佐藤 博治 氏

「念ずれば 花ひらく」
県北東地区　副地区長
小岱焼ふもと窯　代表

井上 泰秋 氏

熊本市託麻 県　央

山鹿市 県北東

31
菊池合志 県北東
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「背水の陣」
玉名南倫理法人会　専任幹事
㈱BALWANT
代表取締役会長 牛嶋 武司 氏

村田 信一 氏

「新たな民間委託による熊本空港運営」
熊本市 県　央

「自利利他」

宍倉　 渉 氏
法人スーパーバイザー  熊本県倫理法人会 相談役
㈱インフォミックス
代表取締役

「やるべきことをやる」
法人レクチャラー　三神準倫理法人会
普及拡大委員長
㈱三根自動車  代表取締役 大石 秀一 氏

菊池合志 県北東

熊本市 県　央

山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「倫理の学びと実践」
法人スーパーバイザー
㈲天野電装
代表取締役 天野 純一 氏

熊本北 県　央

荒尾市 県北東

「倫理を学んで ～自己革新に挑む～」
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

「倫理的事業承継のススメ
 ～事業継承を第二創業期とするには～」
法人レクチャラー  大分南倫理法人会  副会長
栗林公認会計士・税理士事務所  代表 栗林 栄太 氏

「人生理念」

相馬 俊樹 氏
熊本市中央倫理法人会　MS委員長
㈱ブレス　代表取締役

「新役員の決意発表」

「白いカラスと隣の女房」
法人アドバイザー
千葉県倫理法人会　相談役
㈱ゲンキの平和堂
取締役BOSS 藤本 定明 氏

阿　蘇 県北東

「反始慎終」
法人レクチャラー  熊本県倫理法人会  MS委員長
㈱トライスター　代表取締役小林 宗義 氏

「悩むは、無駄以下‼」
熊本北倫理法人会　朝礼副委員長
下田整骨院
院長 下田 秀明 氏

熊本東 県北東
「スポーツを通じた人生体験」
熊本東倫理法人会　会員
合資会社 ハヤカワ運動具店
代表取締役会長 早川 典宏 氏

熊本市託麻 県　央
「事業経営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

熊本東 県北東
「年中夢求～24時間をデザインする～」
宇城市教育委員会
教育長　　 平岡 和徳 氏

熊本市託麻 県　央
「視点を変える」
九州・沖縄方面
担当研究員 嶌本 真人 氏

熊本東 県北東
「この街でプロバスケ選手が夢になる」
熊本北倫理法人会　会員
熊本バスケットボール㈱
代表取締役社長 湯之上 聡 氏

熊本市託麻 県　央
「全てはおかげ様」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会
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  理事 平井 郁惠 氏

熊本東 県北東
「実践力」
九州・沖縄方面長 森本　 宏 氏

「母がくれた魔法の言葉」
合志市議会議員

らいかい 恵子 氏

「長男としての在り方」
玉名倫理法人会　相談役
いやしの里 牛島 勝治 氏

「倫理経営の要諦」
九州・沖縄方面
副方面長 宮内 秀樹 氏

「会長を経験させていただき!」
人吉市倫理法人会　会長
株式会社  U-Brand
代表取締役 平瀬 裕一 氏

「家庭⇒会社」
玉名倫理法人会　副会長
東洋農産㈱　
代表取締役 西川 征樹 氏

熊本市 県　央

荒尾市 県北東

「私と倫理、私の倫理」
八代中央倫理法人会　会長
有限会社久保田板金
代表取締役 久保田 健嗣 氏

「二つの心」

土井 幸喜 氏
法人スーパーバイザー  長崎県倫理法人会 相談役
㈱ドゥアイネット
代表取締役

荒尾市 県北東

前熊本県副知事
前熊本空港ビルディング㈱
代表取締役

「今の自分と倫理」

里野 寿一 氏
玉名倫理法人会　研修委員長
㈲里野建設　専務
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「倫理経営元年・もうかったぞ‼
  江崎貞利株式会社」
天草倫理法人会　研修委員長
㈲天草産業　代表取締役 江崎 貞利 氏

菊池合志 県北東 山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

熊本北 県　央
「万人幸福　
 なんて贅沢で素晴らしい倫理の教え」
法人レクチャラー
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

熊本市 県　央

荒尾市 県北東

「令和時代に知っておきたい日本の歴史 政治」
熊本市倫理法人会  会員　熊本県議会議員　
㈱ウェルフェア熊本
専務取締役 濱田 大造 氏

「倫理を学んで～自己革新～」

奈須 悦雄 氏
熊本市中央倫理法人会　会長
ナス・ドリームズ　代表

「純情の実践。打つ手は無限‼」
法人レクチャラー
玉名南倫理法人会　会長
マックスジェイティ㈱
代表取締役 城戸 雄生 氏

玉名南 県北東

「熊本地震に遭遇して」
法人レクチャラー
北霧島倫理法人会　会長
㈱山椒茶屋　代表取締役 山下 康徳 氏

玉名南 県北東

「モーニングセミナーのちから」
熊本県倫理法人会　MS委員長
株式会社トライスター
代表取締役 小林 宗義 氏

水前寺 県　央

「倫理とは、心の鍛錬」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　会長
㈱基設計　代表取締役 山本　 浩 氏

玉名南 県北東

「心の経営」
監事
税理士法人 久遠
代表社員 前原 幸夫 氏

水前寺 県　央

「苦難のとらえ方」
山鹿市倫理法人会　会長
㈲セイデン　取締役 川上 とし江 氏

玉名南 県北東

「倫理法人会の沿革と組織、その概要
  －全て心が優先、役職者の心得－」
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

水前寺 県　央

「お墓参りの実践の為の先祖祭祀と
 お墓の研修会」
法人レクチャラー  熊本北倫理法人会  会長
中央物流産業㈱  代表取締役 澤田 佳孝 氏

「長男としての在り方」

牛島 勝治 氏
玉名倫理法人会　相談役
いやしの里

法人レクチャラー
三神準倫理法人会  普及拡大委員長
㈱三根自動車
代表取締役

7/10㈬

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）

「経営者の覚悟と心構え」

大石 秀一 氏

法人レクチャラー
北霧島倫理法人会　会長
㈱山椒茶屋
代表取締役

7/10㈬   

場所：天水中央公民館
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （玉名南倫理法人会）

「物は生きている」

山下 康徳 氏

監事
税理士法人 久遠
代表社員

7/17㈬

場所：ホテル熊本テルサ
　　　18:30～19:30

● プレ経営者の集い
    （水前寺倫理法人会）

「中小企業と倫理」

前原 幸夫 氏

法人レクチャラー
大分南倫理法人会  副会長
栗林公認会計士・税理士事務所
代表

7/22㈪

場所：水前寺共済会館グレーシア
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （熊本市倫理法人会）

「儲かっている会社と儲かっていない
 会社 ～倫理は実は儲かる !!!」

栗林 栄太 氏

祝日の為 休会


