
振替休日

８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

「三位一体の健康を求めて」
熊本北倫理法人会　相談役

岡崎 源次 氏

武岡 寿美 氏
玉名倫理法人会　女性副委員長
㈱ありす　代表取締役
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「倫理指導と実践」
熊本東倫理法人会　ＭＳ委員長
九州の大自然しらき
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「倫理と出会って学んだこと、
  気づいたこと、実践していること」
大阪府認定レクチャラー
大阪府倫理法人会　朝礼副委員長
ヘアーメイク  ガラクタ
店主 山口 哲也 氏

冨岡 洋三 氏

「倫理実践の対象」
九州・沖縄方面　担当研究員

鶴川 宗弘 氏

熊本市託麻 県　央

山鹿市 県北東

28
菊池合志 県北東
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松岡 和孝 氏

「日々孝日 ～これまでを振り返って 　　　　　　   そしてこれからの道～」

熊本市 県　央

「倫理経営の肝心カナメ」
教育業務部 部長

川又 寿久 氏

菊池合志 県北東

熊本市 県　央

山鹿市 県北東

阿　蘇 県北東

「生涯現役」
熊本北倫理法人会　会員
㈱杉養蜂園
常任顧問 杉　 武男 氏

熊本北 県　央
「判断の基準」
熊本県後継者倫理塾   塾長
㈲球磨緑地
代表取締役 久保山 文生 氏

「絵本は自分の心を映し出す鏡」

「人は何から学ぶか」
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

「近い」
法人アドバイザー　税理士法人 プロスパー
代表社員 加藤 公利 氏

熊本東 県北東
「低カリームに出会って、
　初めて知った病気の恐ろしさ」
法人アドバイザー　笹尾商工㈱
代表取締役専務 比嘉 八重子 氏

熊本市託麻 県　央
「人生の羅針盤」
八代北倫理法人会　専任幹事
Next Stage 伊藤 慶輔 氏

熊本東 県北東
「会員スピーチ」

熊本市託麻 県　央
「役を受け続けた６年間の奮闘記」
熊本県倫理法人会　普及拡大委員長
株式会社 藤永組
代表取締役社長 藤永 和広 氏

熊本東 県北東
「世界の睡眠を変える」
熊本市倫理法人会　会員
ムーンムーン㈱
代表取締役　 竹田 浩一 氏

熊本市託麻 県　央
「出会いに感謝、倫理に感謝」
阿蘇倫理法人会　普及拡大委員長
阿蘇動物病院
相談役 小嶋 維男 氏

熊本東 県北東
「地震を通じて変わった倫理感と経営」
熊本東倫理法人会　会員
㈱お茶の富澤
代表取締役 富澤 堅仁 氏

「倫理実践の対象」
九州・沖縄方面
担当研究員 鶴川 宗弘 氏

「誰と出会えるかによって人生は変わる」
菊池合志倫理法人会　会員
㈱コッコファーム
会長 松岡 義博 氏

「判断の基準」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　後継者倫理塾　塾長
㈲球磨緑地　代表取締役

久保山 文生 氏

「職場の教養16年 マインドを育てる」
熊本北倫理法人会　幹事
医療法人いけざわこどもクリニック
看護師長
㈱RMK  代表取締役 池澤 千恵子 氏

熊本市 県　央

荒尾市 県北東

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

「運とツキを呼ぶ７つの法則」

重光 悦枝 氏
熊本市託麻倫理法人会　会員
重光産業㈱
代表取締役副社長

荒尾市 県北東

水前寺倫理法人会　専任幹事
行政書士 清水ヶ丘法務事務所 
所長

藤麻 一三 氏

「花一輪」
監事
㈱フジマ
代表取締役社長

「倫理経営ビフォーアフター」

河合 伴治 氏
法人スーパーバイザー
有楽製菓㈱  代表取締役会長

荒尾市 県北東
「この街でプロバスケ選手が夢になる」

湯之上 聡 氏
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

「日本での外国人経営者のナヤミ」
やまなみゴルフクラブ　社長

鄭　 永眞 氏

阿　蘇 県北東

「倫理経営に生かす」
熊本県倫理法人会　青年委員長
㈱万葉福祉会　取締役 山田 朝日 氏
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「職員を解放しよう」
熊本北倫理法人会　幹事
株式会社 ＲＭＫ
代表取締役 池澤 千恵子 氏

玉名南 県北東

「目標は高く  実践は足下から」
（一社）倫理研究所　常任理事
法人局　局長 内田 文朗 氏

水前寺 県　央

「今  輝く!　今  動く!」
菊池合志倫理法人会　専任幹事
ペンションシャレー菊池 菊池 仁美 氏

玉名南 県北東

「普及に勝る喜びなし」
熊本県倫理法人会　普及拡大委員長
株式会社藤永組
代表取締役社長 藤永 和広 氏

水前寺 県　央

「教育と歴史～誇りある日本を創るために～」
玉名南倫理法人会　幹事
株式会社 ＣＣＩジャパン
代表取締役 元田 曉輝 氏

玉名南 県北東

水前寺 県　央

「心境向上」
倫理研究所  顧問
株式会社  東納本店
代表取締役 東納 栄一 氏

玉名南 県北東

「運命自招」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会
相談役 赤澤　 巖 氏

水前寺 県　央

「従流志不変」
天草倫理法人会　会長
㈱サンライフ21
代表取締役 原田 利治 氏

玉名南 県北東

「自分が変われば全てが変わる」
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

水前寺 県　央

熊本北 玉　名 県北東

30 3129
「倫理で出会えた人と言葉」
熊本市南倫理法人会　ＭＳ委員長
㈲ＣＡＭ建築設計事務所
営業企画 宮村 陶太 氏

熊本市託麻 県　央

阿　蘇

「浸透率日本一への道のり、そして
  新たな挑戦へ‼ ～人生神劇～」
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

熊本東 県北東

法人スーパーバイザー
有楽製菓㈱
代表取締役会長

8/26㈪

場所：ホテルヴェルデ
　　　19:00～20:00

＜モーニングセミナー会場＞
横手会館

山鹿市山鹿1466
☎0968-43-2206

＜モーニングセミナー会場＞
横手会館

山鹿市山鹿1466
☎0968-43-2206

● 特別ナイトセミナー
　　（荒尾市倫理法人会）

「ブラックサンダー物語 －万象我師－」

河合 伴治 氏

祝日の為 休会 お盆のため休会 休会

休会 休会お盆のため休会

第５週の為 休会

「先人たちの智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 梅田 竜嗣 氏

阿　蘇 県北東

「難門来福」
熊本北倫理法人会　普及拡大副委員長
田中あつお事務所 田中 敦朗 氏

熊本北 県　央

「教養としてのマンガ」
NPO法人  熊本マンガミュージアム
プロジェクト 代表 橋本　 博 氏

阿　蘇 県北東

「点か線か」
名誉研究員

中西　 浩 氏

熊本北 県　央
にちにちこうじつ


