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●新年度各単会会長紹介
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倫友通信－ひのくに No.341
倫理 くまもと

そして心を新たに深い思いを持ち、明るい未来創造
に向けた倫理運動を推進し、会員の更なる幸福を実
現します。又、熊本県域の更なる発展に貢献すると
共に、日本創生を具現化し、美しい世界づくりへと
繋がる活動を推進して参ります。

　熊本県倫理法人会は、本年創立 39 周年であり、
開設の昭和から平成へそして、令和改元の節目を迎
え、新たなスタートを切ります。
　私達は、ここで一旦、原点回帰し、歴史を積み上
げ繋いで来られた、尊き倫友の皆さんへの深い感謝
の念と、その歴史に立ち返り、その取り組みの原点
をもう一度見つめ直す必要性を深く感じています。 熊本県倫理法人会　会長　村上　尊宣

原点に立ち返り新たなスタートを切る
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一般社団法人倫理研究所 熊本県倫理法人会
事務局／〒862-0942 熊本市東区江津3-4-12-401
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熊本県倫理法人会 検索

本誌「倫理くまもと」の誌面広告を募集致しております。
サイズ（タテ50㎜×ヨコ45㎜）でカラー刷
１枠4,000円です。ご希望の方は右記事務局（榊）までご連絡下さい。

 広告スペースのご案内 

● 人吉市倫理法人会 ●
人吉よさこい銀翔会
人吉市願成寺町496-5

華照塾
人吉市下城本町1421-1

ジブラルタ生命保険㈱
人吉市中青井町296
　　ファースト中青井2F

u the Style
人吉市西間上町831-3

友優㈱
人吉市上田代町2048-1

ひとよし整骨院
人吉市瓦屋町1151

㈱いなば
球磨郡錦町西1882-11

メディカル・ハピネス
福岡市中央区大手門3-7-9
 ライオンズマンション707

㈲人吉婚礼センター
人吉市五日町53-2

半仁田　真
人吉市下林町184-1

徳　川　禎　郁
☎090-8222-7109    

平　井　郁　惠
☎0966-22-7788    

田　中　真　樹
☎0966-22-3853  

平　瀬　裕　一
☎0966-24-8811

内　野　友　加
☎0966-23-1844

前　田　将　造
☎0966-32-9580

稲　葉　志　郎
☎0966-24-5156

江　隈　　　彰
☎090-2760-5086

平　野　将　史
☎0966-22-3062

半仁田　　　真
☎090-4481-0632

● 球磨倫理法人会 ●
球磨熱源
球磨郡多良木町久米310-3

車輌センター オートＫ
球磨郡相良村柳瀬3409-46

からだメンテナンス
　　　　　わんねす
球磨郡あさぎり町免田東
　　　　　　　2684-49

㈲人吉電設資材
人吉市宝来町1332-2

那　須　清　隆
☎0966-42-8211  

木　村　　　繁
☎0966-24-7204  

田　山　るり子
☎0966-45-1145    

草　野　榮　子
☎0966-23-5687 
  
   
    

● 八代中央倫理法人会 ●
プリムローズ エリコ
八代市本町1丁目2-40
　　　　　　  リタビル6

La プラチナ
八代市本町1-6-20
　　　 2nd  RITAビル2B
 
㈱結建設
八代市植柳新町1-3-9

上　村　えり子
☎0965-34-6055   

岡　山　千佳子
☎0965-35-0820

山　内　かおり
☎0965-32-8232     

新 入 会 員 企 業 紹 介（敬称略）

　㈱ Sdi（エスディーアイ）は 2004 年に
夫のプロダクトデザイナー佐々木敏光
が、子供用家具ブランド「Sdi Fantasia」
のメーカーとして設立しました。翌年
に主人が急死し、幼い子供達のために
デザインされた家具を残すため、私が
会社を引き継ぎました。
　これまでたくさんの出会いや別れを
繰り返しながら駆け抜けてきました。
今年の春に倫理に出会い、これまでの
己を振り返り、新たなる可能性へと学
びを深めていきたいと思っています。

株式会社Sdi（エスディーアイ）
〒861-2403
熊本県阿蘇郡西原村布田1241-5
TEL. 096－279－3912

● 熊本東倫理法人会 ●

● 八代市倫理法人会 ●
山下鉄工所
八代市鏡町貝洲941-3

㈱ライジング
熊本市西区蓮台寺4-15-2-901

㈲ユニックス
八代市上片町1583

㈲デンタルトラスト
熊本市東区南町33-8

タカタ工務店
八代市永碇町1000-1-6

㈱つかさ総合開発
八代市竹原町2154番地1

マルヱ㈱ 熊本営業所
八代市鏡町貝洲1340-1

㈲坂本調剤薬局
八代市坂本町坂本4139-9

㈱富士工業
宇城市小川町北新田63-38

㈲佳コーポレーション
八代市植柳上町908-1

結婚相談所
       Ring On Plus
八代市千反町2丁目17-5 202

山　下　信　幸
☎0965-53-9449

井　上　敬　子
☎096-324-3209    

岩　橋　　　潤
☎0965-32-7474   

吉　田　亜　紀
☎096-368-0032  

髙　田　　　渡
☎0965-45-5490    

稲　村　芳　文
☎0965-37-7700    

松　岡　久　史
☎0965-53-9046 

木　村　　　哲
☎0965-45-2940   

藤　田　辰　吾
☎0964-31-0344   

西　田　佳　孝
☎096-368-1234  

細　田　麻　美
☎080-3907-0209    
     
   
    

代表取締役 
佐々木  真弓

▲ Bambini
1970年代の初期モデルから改良を繰り返して完成した Bambini は
使い勝手の良さと、インテリアとしての美しさ、そして高い品質を兼ね備えた子供イスです。
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● 熊本市西倫理法人会 ●
キョウエイサービス㈱
熊本市東区上南部3丁目18-20

㈲溝口工業
熊本市西区花園4丁目6-11

古川　智子
熊本市西区中島町1760

㈱緒方建設
鹿児島市宇宿2丁目28番16号

濵　﨑　栄　一
☎096-285-4441    

溝　口　　　守
☎096-356-8726   

清　水　智　子
☎096-329-6070  

緒　方　雅　之
☎099-230-0070

● 天草倫理法人会 ●
㈱大喜
天草市本町下河内843-5

池田　和貴
天草市南新町7-15
　　パサージュみなみ6F

毛　利　恵　子
☎0969-27-0377     

池　田　和　貴
☎0969-23-5261     

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
ナガノ電気㈱
　　　　小山事業所
福岡市博多区光丘町2-2-18

㈲アクティブエレクト
熊本市東区上南部3丁目4番14号

㈱タナカ建装
熊本市北区龍田8丁目15-43

長　野　正　治
☎092-928-0858   

川　野　　　等
☎096-285-6308

田　中　美　範
☎096-337-0066 

● 水前寺倫理法人会 ●
サーバントサポート
熊本市東区保田窪本町6-5

㈲牛丸不動産
熊本市中央区水前寺4丁目47番41号

黒木　幸恵
熊本市中央区渡鹿3丁目14-18

銀杏開発㈱
熊本市北区津浦町32-2

㈱メガネの大宝堂
熊本市中央区上通町5-6

㈱熊本不動産ネット
熊本市東区下江津5丁目13-12

㈱イケダプランニング
熊本市中央区水前寺6-43-10

司法書士 藤本清人事務所
熊本市東区月出8丁目3  101

オーケーワークス㈱
熊本市東区長嶺東9丁目8-22

㈱熊本土地開発
熊本市東区八反田1丁目8-10

㈱ a-Clean
熊本市北区清水万石5丁目1-92

㈲ハートランド
川口市飯塚3-7-21  204

㈱エヌテック
熊本市中央区出水7丁目9-7-105

（同）絹幸きものすいしょう苑
八代市本町1-7-3

㈲ライフプランニング
阿蘇郡西原村小森2917-1

㈱ＵＧＯＯＯ
熊本市北区飛田3-5-8

㈱コスギ不動産
熊本市中央区九品寺2丁目6-57

ナチュラリープラス
熊本市中央区本荘町757-15

㈱とりえインテリア
合志市須屋1848-2

㈱日本交通広告社
熊本市中央区帯山4丁目53-17

中村吉宏司法書士事務所
熊本市中央区大江4-12-1

㈲和建
熊本市東区沼山津1丁目25-26

㈱優心不動産
熊本市中央区水前寺2丁目4-24
　   シルバーパレス203号

㈱ありえの家
熊本市東区若葉6-3-61

K・Aパートナーズ
　　　　税理士法人
熊本市南区江越2-16-14

神田組
熊本市西区上代10丁目9番15-1号

平川　好美
熊本市中央区辛島町4-35

竹　野　利　加
☎096-273-9424   

三　船　恵　子
☎096-381-4010

黒　木　幸　恵
☎096-371-8001    

村　田　智　仁
☎096-351-1870  

布　田　善　久
☎096-354-2155

横　田　健　太
☎096-370-3883

池　田　憲　昭
☎096-285-5100

藤　本　清　人
☎096-283-8055

松　﨑　　　修
☎050-1425-9155

榮　田　利　一
☎090-2963-0008

橋　本　亮　彦
☎096-342-6954

野　村　敦　子
☎048-253-9763

中　島　　　潤
☎096-201-6202 

水　上　正　吉
☎0965-45-9851  

内　田　敏　則
☎096-279-3889 

神　戸　洋　平
☎096-288-4252

小　杉　康　之
☎096-366-5000   

本　田　淑　子
☎090-5944-4215  

太田黒　清　英
☎096-295-5424 

井　上　克　己
☎096-381-0101 

中　村　吉　宏
☎096-366-6171  

山　下　大　輔
☎096-285-3422

藤　堂　和　美
☎096-288-0950

佐藤 マリア エリザ
☎096-282-8635

矢　野　敬　之
☎096-288-3178   

橋　本　裕　信
☎096-200-9104  

平　川　好　美
☎096-322-1508  

● 宇土市準倫理法人会 ●
グリーン工業㈱
宇土市城之浦町275

㈱ティービーエム
宇土市走潟町403-1

ほけんやさんKumamoto
熊本市中央区水前寺6-36-9  2F

日出ショー
宇土市松原町53-1  302号

TENKAI
宇城市小川町北新田437

招き猫舎
阿蘇郡南阿蘇村吉田1817-7

㈱村田建設
熊本市南区城南町舞原228-2

Hair Space Y’s
宇土市本町6丁目9-1

東原浩一郎税理士事務所
宇土市松山町1502番地

服部　広一
熊本市東区江津3-4-12
　　　　萩野ビル1F 101

㈱エム・ツー・
    コーポレーション
熊本市南区城南町隈庄789

藤　井　貞　治
☎0964-22-1307  

松　枝　伸　行
☎0964-23-0505  

増　田　京　子
☎096-284-9923     

河　副　日出海
☎090-7386-6696 

大　崎　真　一
☎0964-43-0832      

大　石　扶路子
☎080-5607-9182    

村　田　　　學
☎0964-28-5533

山　本　　　明
☎0964-22-1524  

東　原　浩一郎
☎0964-23-3888 

服　部　広　一
☎090-3327-0684

下　田　賢　彦
☎050-3698-5511     
   
    

● 水俣芦北倫理法人会 ●
ジェネフィット㈱
葦北郡芦北町花岡1665-8

早　川　　　徹
☎0966-68-3233 

● 熊本市南倫理法人会 ●
岡部製畳
熊本市中央区黒髪3丁目8-11

㈱総合設備アースホーム
宇城市不知火町長崎931

㈲岩﨑工業
熊本市東区上南部3丁目33-55

福思企画
熊本市中央区水前寺公園12-36
　　　　　　　　　　702

上村　慎太郎
熊本市北区大窪1-3-47

さえき社会保険労務士事務所
熊本市中央区新屋敷3-12-16
　　　　　　法務ビル3階

花屋 はな輔
熊本市中央区出水8丁目15-27

ファンキーぷれいやぁず
熊本市中央区下通1丁目9-13
            IKEZONOビル3F

ブルーウイング㈱
熊本市南区江越1丁目6番25号

㈱屋根の蒼輝
合志市幾久富1866-152

㈲ティーエスライティング
熊本市南区近見7丁目4-12

ミュージックオフィス
　　　　　クオーレ
熊本市北区四方寄町1606-4

岡　部　将　志
☎096-343-4094   

丸　目　智　裕
☎0964-53-9462

岩　﨑　信　也
☎096-288-7097   

山　口　由　弘
☎096-384-0300

上　村　慎太郎
☎096-355-7060   

佐　伯　恵美子
☎096-363-2017    

須　子　栄　輔
☎096-277-1387   

本　田　倫　寛
☎096-322-2555    

上　村　　　弘
☎096-200-7577       

志　水　将　樹
☎096-277-6270    

山　下　　　誠
☎096-311-1311   

吉　永　洋　子
☎090-7450-9479   
       
    

● 八代北倫理法人会 ●
㈱研文堂
熊本市中央区八王寺町46-17-2

聖建設㈱
八代郡氷川町野津675-4

なかじま動物病院
八代郡氷川町鹿島775-2

㈲メテック
八代市千丁町新牟田74-1

㈱ ROOF TILE よしとみ
宇城市小川町南小川259

日本生命保険相互会社
　　　　八代営業部
八代市大手町2-5-8

美華寿司
八代市鏡町内田93

㈲T・L・S
品川区南大井3-29-10

火之国屋
八代郡氷川町立神389-2

Keito Creative Studio
八代市鏡町下有佐447-6

はんどめいどのお店
 どりぃーむ★ふれんず
八代市日奈久新田町1929-3

㈱東雲商店
八代市敷川内町2716番地2

保田医院
八代市鏡町鏡23

濵　田　修　一
☎096-377-5057    

松　浦　聖　也
☎0965-62-4235 

中　島　誠　之
☎0965-52-0467    

有　田　貴　幸
☎0965-46-0316  

吉　冨　訓　生
☎0964-43-1126  

松　田　浩　子
☎0965-33-2525 

松　田　京　子
☎0965-52-0651 

稲　葉　雅　也
☎03-3766-1435  

小佐井　慎　也
☎0965-62-1717 

伊　藤　慶　輔
☎090-9570-8743  

森　下　まさ子
☎0965-38-1815 

東　雲　君　代
☎0965-43-1155 

保　田　紘一郎
☎0965-52-0037 
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令和２年度 単会会長

玉名倫理法人会
会長 山中　重子

荒尾市倫理法人会
会長 島添　明美

玉名南倫理法人会
会長 城戸　雄生

熊本市倫理法人会
会長 内田　英一

熊本市中央倫理法人会
会長 角岡　秀昭

熊本北倫理法人会
会長 宮本　勝年

水前寺倫理法人会
会長 平野 美佐子

宇土市準倫理法人会
会長 河副 日出海

人吉市倫理法人会
会長 平井　郁惠

八代北倫理法人会
会長 小林　宗義

八代中央倫理法人会
会長 齊 藤　 正

単会名地区 氏　　名

熊　本　東

県
北
東
地
区

県
央
地
区

県
西
地
区

県
南
地
区

中　鶴　昭　一

山　鹿　市 川　上　とし江

玉　　　名 山　中　重　子

荒　尾　市 島　添　明　美

阿　　　蘇 江　藤　長　利

菊 池 合 志 隈　部　忠　宗

玉　名　南 城　戸　雄　生

熊　本　市 内　田　英　一

熊本市中央 角　岡　秀　昭

熊　本　北 宮　本　勝　年

熊 本 市 西 藤　岡　久　子

熊本市託麻 中　園　朝　子

熊 本 市 南 大　橋　武　司

水　前　寺 平　野　美佐子

宇　　　城 横　田　浩　一

天　　　草 原　田　利　治

宇 土 市 準 河　副　日出海

八　代　市 豊　田　昌　裕

人　吉　市 平　井　郁　惠

水 俣 芦 北 永　田　　　靖

八　代　北 小　林　宗　義

球　　　磨 金　澤　英二郎

八 代 中 央 齊　藤　　　正

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

新

令和２年度

単会 会長

新任11名



熊本県女性委員長　井手  志保

人吉市倫理法人会  
　会 長　平瀬  裕一

３

女性委員会

誕  生

　７月 17 日、熊本県倫理
法人会女性委員会主催で、
福岡県豊前市にあります天
和会館へ研修旅行へ行かせ
ていただきました。何気に
年度最初にこの日程を予定
していましたら、偶然にも
前理事長の丸山竹秋先生の
命日だという事がわかりま
した。きっと、７月 17 日
という大切な日に墓前にこ
の１年間の報告をするように導かれたのだと感謝の気持ちでいっぱいに
なりました。お墓参り、そして福岡県倫理法人会 中尾達弥会長からのご
講演、天和会館の丸山様とのシェア会・・・。有意義な時間となりました。
参加者全員、７月 17 日という日にご縁がある方ばかりでした。そんな
皆様と参加し、研修受講が出来た事、本当に良かったです。それぞれに
いろんな気持ちを持ち帰り、現在は日々の実行に移して生活をしていま
す。この学びを大切に、今後の倫理活動も大切にしながら、より良い生
活を送りたいと思います。ありがとうございます。

　熊本県水前寺倫理法人会の設立式典及び祝賀会が令和元年
８月７日にホテル熊本テルサにて厳粛かつ盛大に開催され、
参加者は、法人局局長内田文朗常任理事を始め熊本県倫理法
人会の役員、県内各単位倫理法人会（以下、「単会」という。）
役員、熊本市・水前寺両単会会員など 170 余名に至り、新
たな単会の設立という門出に花を添えた。
　この設立は熊本市倫理法人会からの分
封で、県内 22 番目の単会の誕生である。
なお、翌日の８月８日に第１回のモーニ
ングセミナーが開催され、講話者を内田
文朗常任理事が務め「目標は高く、実践
は足下から」とのテーマがまさにこれか
らの歩み方を示すが如く最高の第一歩を
踏み出す形となった。

水前寺倫理法人会

　この度、　人吉市倫理法人会が、設立 30 周年を迎える
事が出来、今日まで会員の皆様をはじめ、多くの関係者
の方々のご理解とご協力を賜り心から感謝申し上げます。
特にご参列いただきました歴代会長には永きにわたり会
の発展・拡充に尽力賜り、会を全力で支えて頂きました
ことに、深く感謝と敬意を捧げる次第です。
　輝かしい令和元年のスタートと時を同じくした 30 周年
という大きな節目は、未来へ向かう希望に満ちた振出の
日でもあります。純粋倫理を基底に、心の経営を目指す
人々のネットワークを広げ、地域社会の発展に貢献でき
る団体として今後も活動していく所存でございます。

人吉市倫理法人会
設立 30周年記念式典

誕  生

歴代会長表彰

開会挨拶 平瀬裕一会長

徳川会員をはじめとする
銀飛会 ～よさこい～披露

初代 倫理研究所 所長
丸山 敏雄氏の
生誕地を訪ねて

６

新入会員のご紹介（敬称略）

● 熊本東倫理法人会 ●

７月 31日現在

㈲渡邉工務店
上益城郡御船町水越1634

㈱渡邉建設
上益城郡御船町大字滝尾370-2

㈱西田電工
上益城郡益城町寺迫1338-3

田中工業
上益城郡益城町広崎624
　　　　　　さくら201号

穂栄株式会社
熊本市南区富合町平原162番地1

アステア税理士法人
熊本市中央区神水1丁目25番7号

渡　邉　久　也
☎096-282-0912    

渡　邉　大　三
☎096-282-3999   

西　田　隆　一
☎096-286-8664   

田　中　健　樹
☎090-9988-0815

手　柴　美都子
☎096-357-5771

千　田　基　史
☎096-340-0817
   
   

● 山鹿市倫理法人会 ●
木村三洋税理士事務所
山鹿市山鹿430-4

Cafe&Bar おはら
山鹿市山鹿1番地

カツシマ塗装
熊本市東区下南部3丁目4-12

やまが総合保険㈱
山鹿市山鹿1423

スナック　ひろみ
山鹿市山鹿53-5

㈲木下石油　
アウトレットカーセレクト
山鹿市方保田2840-3

㈱やまが交通
山鹿市山鹿1番地

㈲木下石油　
アウトレットカーセレクト
山鹿市方保田2840-3

木　村　三　洋
☎0968-48-1787    

齊　木　邦　子
☎080-1767-4105   

勝　嶌　紘　一
☎096-389-1075    

佐　々　弘　晃
☎0968-43-0878 

福　本　ひろみ
☎080-1798-4153

荒　巻　久　雄
☎0968-41-5070 

豊　野　真　史
☎0968-44-7500

池　端　　　裕
☎0968-41-5070
   
   

● 荒尾市倫理法人会 ●
社会福祉法人 慈愛園 シオン園
荒尾市荒尾4110

心佳建設
荒尾市住吉町3番地6

久佐賀　眞　理
☎0968-62-0428   

山　本　輝　彦
☎0968-62-4237   

● 阿蘇倫理法人会 ●
岩本技建
阿蘇郡産山村田尻1224-5

悠成会（太田吉浩後援会）
阿蘇郡南阿蘇村吉田1687-1

㈱カセル
阿蘇郡小国町宮原2780

㈱肥後建設社
阿蘇郡小国町大字上田3217

岩　本　健　一
☎0967-25-2633  

太　田　吉　浩
☎090-4484-2140 

寺　本　　　晃
☎0967-46-4311  

内　田　知　行
☎0967-46-2264

● 玉名南倫理法人会 ●
㈱アイレホーム熊本
熊本市南区富合町田尻489

㈲坂本商運
玉名市天水町小天4743

㈲林建設
玉名市天水町立花1976-1

コガ開発
熊本市西区上代7丁目27-23

㈲本田産業
玉名市三ツ川1467

永井自動車
玉名市横島町横島3060-1

トニオハウス
天草市栄町12-36

㈱火ノ國美建
宇土市岩古曽町2293-1

ヨサパーク fil糸
熊本市東区広木町27-50-3

Cafe&Bar Marutama
玉名市中1836-3

㈱ニチモウワンマン　
　  　　熊本出張所
熊本市西区新港1丁目4-2
　　
㈲西川工務店
合志市須屋1360-5

㈱田崎自動車工業
熊本市南区南高江6丁目2-36

㈱イーステージ
世田谷区上祖師谷5-31-12  1階

ポーラ化粧品 尾の上（営）
熊本市中央区坪井6丁目12-1
　　　　　　　　　　503

㈱出野
熊本市西区沖新町4722

感性のものさし
熊本市中央区小沢町89

㈱金武装研
玉名市築地619-1

㈱ド・ア
菊池郡大津町高尾野9-1

一　森　正　秀
☎096-273-7070  

坂　本　一　也
☎0968-82-3444

林　　　大　作
☎0968-82-3030     

古　閑　之　人
☎096-329-6887   

本　田　正　美
☎0968-74-9917

永　井　弘　典
☎0968-84-2030 

平　尾　健　自
☎0969-24-1478 

加茂田　孝　太
☎0964-42-9153  

加　納　季充子
☎090-6892-3255   

森　川　博　之
☎0968-51-3112

堺　　　徳　仁
☎096-329-0623 

西　川　正　美
☎096-345-2319   

田　崎　雅　義
☎096-358-2940 

石　丸　貴　樹
☎03-6909-0755 

石　原　敏　子
☎096-343-7062

出　野　龍　一
☎096-329-7523

片　島　荷　風
☎096-325-7272   

金　武　清　則
☎0968-72-6364  

西　村　さつみ
☎096-285-3869   

● 熊本市倫理法人会 ●
it woks
宇土市高柳町196-5

京町会計事務所
熊本市中央区京町2丁目12-24
  　　　　　　　　　　 607

嶽　本　承　子
☎090-9076-8857  

村　岡　　　篤
☎096-312-1633   
    

● 玉名倫理法人会 ●
㈲ライフケア 地域支援事業部
玉名市中751-4

㈱ムラオカモーター
玉名市小浜382

野田事務所
玉名市立願寺1020-1

前　田　純　子
☎0968-73-8855  

右　田　貴　行
☎0968-76-0704   

光　澤　博　幸
☎0968-72-7300    

● 熊本市中央倫理法人会 ●
合同会社 田崎物産
熊本市西区田崎町484-45

自然が奏でる楽しい農園
熊本市北区植木町山本896-3

産後専門
ダイエットサロンLeaf
合志市幾久富1909-731-103

熊本水産物取引精算㈱
熊本市西区田崎町380

明治安田生命
熊本市中央区南熊本3-12-23

㈱ユーケイデンタル
熊本市南区流通団地1丁目68番地

㈱電流
熊本市南区近見8-10-78

総合広告 カムズ
熊本市中央区国府3丁目14-18

穴井りゅうじ
社会保険労務士事務所
熊本市南区八幡6-7-43

㈱シアーズホーム
熊本市南区馬渡2-12-35

Natural Beauty CHIC
熊本市中央区草葉町1-13  1Ｆ

鈴木電設㈱
熊本市南区城南町今吉野1295

木村医療器㈱
熊本市南区江越2-6-3

フジ化成㈱
熊本市北区改寄町1004-5

内　田　乃　文
☎096-323-2288    

大　杉　研　至
☎096-273-3698 

富　永　康　太
☎096-288-2579

山　下　政　計
☎096-323-2821 

松　本　美　里
☎096-366-4648 

慶　田　　　隆
☎096-377-2555 

白　井　行　治
☎096-311-3400

永　水　裕　人
☎096-288-5564  

穴　井　隆　二
☎096-358-5555

丸　本　文　紀
☎096-370-0007

福　田　昭　博
☎096-324-8111

鈴　木　健　太
☎0964-53-9846 

木　村　辰　美
☎096-379-6060

中　村　誠　二
☎096-245-3711
   

● 菊池合志倫理法人会 ●
巧新株式会社
菊池市玉祥寺431-1

㈲城北電気工事
菊池市大琳寺362番地1

荒　木　新　二
☎0968-41-3280   

福　島　孝　次
☎0968-25-3613      

● 熊本北倫理法人会 ●
ひかりの森ランドナビ
合志市幾久富1656-96

渡邊龍一税理士事務所
熊本市東区榎町12-16

サカヤ設計
熊本市東区錦ケ丘13-19

㈱中野工務店
熊本市北区楠野町1409

目久美公認会計士事務所
合志市幾久富1909-1880

㈱グリーンキューブ
熊本市中央区黒髪2丁目4-5

CHARM
熊本市北区鶴羽田4丁目16-8

㈱内田クレーン工業
熊本市北区釜尾町106-8

千　北　一　興
☎096-297-8413   

渡　邊　龍　一
☎096-367-0077

坂　哉　裕　二
☎096-367-9841   

中　野　　　廣
☎096-245-1354

目久美　　　将
☎080-3996-8561 

瀬　口　貴　好
☎096-327-9916 

中　西　良　一
☎096-343-4178

内　田　信　行
☎096-351-9090  
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倫理ぐるぐるグルメ倫理ぐるぐるグルメ
荒尾市倫理法人会

住所　荒尾市野原1241-5　TEL 0968-68-4622

寿司 小太鼓
いけすを備え常時、新鮮で生きのいい魚介
類を準備いたしており、お客様に必ず満足
していただける料理が提供できますので、
ぜひご来店ください。お待ちしております。

玉名倫理法人会

熊本市南倫理法人会

住所　玉名市繁根木143
TEL 0968-73-5993

創作日本料理「山路」

　　 ～野菜を中心とした健康的なコース料理の店～

　而今に生きる

創作日本料理「山路（やまじ）」の女将・早川
克子さんは昭和51年に脱サラし、33歳の
時に女手一つで炉端焼きから始めて42年。
無我夢中にやってきた御歳75歳。
心がけているのは、同じお客様（ご予約）
に一年を通して料理が重ならないようにす
ること、また、温かい料理は温かくもてな
すこと。

住所　熊本市中央区下通り1丁目2-8
　　　第3森山ビル BF
TEL 096-355-1533

「而今に生きる」とは今を今だけに生きる、
この一瞬を大切にすることです。自分なり
の解釈で、 今自分に出来ることを一生懸命
に行うことで、お客様の思い出に残るよう
なひとときになって欲しいと思っておりま
す。

熊本市中央倫理法人会

住所　熊本市中央区
　　　　水前寺公園7-45
TEL 096-385-1023

れすとらん ボナペティ
東京で修行後、渡仏した橋口シェ
フ。その後、熊本に店を構えて20
年超。旬素材を使った “カラダに優
しい” フレンチが評判☆

住所　熊本市東区
　　　　　　健軍3-38-15
営業時間　10：00～18：30
TEL 096-285-8196

５年間肉まん専門店として培って
きた味と技術を全て詰め込んだ、
自信作の餃子を是非ご賞味くださ
いね!

熊本市倫理法人会

住所　熊本市東区湖東2丁目21-16
TEL 096-331-7784

出張バーベキュー
　　　　　　じゅうじゅう熊本 本店

海に山にスポーツの後に楽しいバーベキューパーティー
はいかがですか？ 
遊んだ後すぐにお腹いっぱいバーベキューが楽しめちゃ
います。もちろん準備や後片付けの心配も不要ですので
お客様は遊ぶだけ!楽々バーベキューをお試しください!

熊本北倫理法人会

餃子屋 田中

住所　天草市
　　　　船之尾町5-5
TEL 0969-66-9226

代表  古川  洋

天草の新鮮な海鮮をメインに提供して
おります。仕入れの状況によりその日
だけのおススメメニューもあります!
また、ランチや弁当等もしていますの
で天草に来られた際は是非一度お立ち
寄りください!

天草倫理法人会

志みず創彩

玉名南倫理法人会

住所　玉名市天水町小天9250
TEL 0968-82-3144

ぎゅう黒庭
国道501号線沿いの那古井館向かいに
ある、こだわりの国産牛100%ハンバ
ーグとステーキが人気のお店。営業
11時半～14時、17時半～23時。不定休

山鹿市倫理法人会

住所　山鹿市泉町1858
TEL 0968-44-5127

「本場ドイツが認めた　阿蘇手造りハム」
㈱ひばり工房　　代表取締役　池田 智巳
〒869-2613 熊本県阿蘇市一の宮町中通640-1
電話 0967-22-1894　営業時間 9:00～18:00

洋風居酒屋 アキラ
ワインが自慢の大人の隠れ家!
イタリアンや創作料理、旬の魚な
ど多彩なメニューが楽しめる山鹿
の名店です。

熊本市西倫理法人会

住所　熊本市中央区新市街2-10
　　　　　コンフォートプレイス熊本新市街2Ｆ
TEL 096-353-5511

住所　菊池郡大津町大津1487-1
TEL 096-293-4759

住所　水俣市浜町1-12-27
TEL 0966-63-3990

bianco ビアンコ

旬の食材をふんだんに使ったコースの数々。
[ 飲放 ] 付きで会社宴会にもお勧め。
熊本の大人気のイタリアンレストランで各種宴会をどうぞ!

昭和48年12月に和食店として創業。その後、地域の
ニーズに応える形で、昭和50年に焼き肉店に業態変更、
現在に至る。牛の一本焼きがヒット商品になり社業は
順調に成長した。九州内でも他店に先駆けてサラダバ
ーの導入、最先端の調理器具等の導入や、味の研究に
より、一段と美味しい焼肉の開発に成功。

ご家族ー友人との食事また職
場の宴会、接待と様々なシー
ンで皆様に支えられている和
洋創作の居酒屋です。

九州の味、熊本生まれの世界の味千ラーメン
全国と海外で合わせて 700 店舗以上を展開する
熊本ラーメンです。

じ     こん

ゆう  しょく　ざん  まい

健軍自
衛隊通

り

阿蘇倫理法人会 ヒバリカフェ

熊本市託麻倫理法人会 味千ラーメン

熊本東倫理法人会

水俣芦北倫理法人会

㈲味の大津屋

和風ダイニング

遊食三昧

住所　八代市麦島西町4-1　TEL 0965-34-4174
営業時間 11:30～14:00 17:00～20:30

ランチメニューの豊富さに
圧倒される？！平日限定「選
べるランチ」（880円）なら
中華の定番メニュー12種類
から２つ選べてとってもお
得!あなたの好きな組み合
わせを見つけてみて。

八代中央倫理法人会

八代飯店

阿蘇神社から車で 5分ほどの田園風景に
囲まれたカフェ。あか牛ミートソースの
ホットドックが大人気です。

会　員
企業紹介
（飲食業）

国産牛100％

ハンバーグ＆ステ
ーキ

24時
間受け

付けO
K !

九州県
内どこ

でも出
張 !

熊本県倫理法人会  会員企業の紹介です。今回は飲食業の特集です。
皆様何卒よろしくお願いします。


