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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
宇土市会場：上松山コミュニティーセンター　宇土市松山町1752-3

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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熊本市中央 県　央

八代中央 県　南

球　磨 県　南

宇土市準 県　西

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

八代市 県　南 熊本市中央 県　央

「運をつかむ」
長崎県倫理法人会  監査  島原倫理法人会
㈲ライフサービス
代表取締役 橋本 卓也 氏

八代中央 県　南

球　磨 県　南
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「私を支えた妻の一言（夫婦愛和）」
法人レクチャラー  筑後倫理法人会  相談役
㈱三和燃料ボード工業
代表取締役 　矢加部 尚武 氏

天　草 県　西

天　草 県　西

「ギター和尚のお元気説法」
曹洞宗大悲山　向陽寺
住職 渡辺 紀生 氏

「天草に自信と夢を」
天草倫理法人会　会員
天草ケーブルネットワーク㈱
代表取締役社長 馬場 昭治 氏

「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
㈲ｅプランニング
代表取締役 上村　 靖 氏

熊本市南 県　央

「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 島村 鉄兵 氏

「新単会設立での気づきと、
  共に挑み続ける心」　
法人レクチヤラー
水前寺倫理法人会　会長
㈱公明不動産
取締役 平野 美佐子 氏

「創る傍楽（はたらき）は豊富を拡充する!」　
法人レクチャラー
福岡県倫理法人会　文教委員長
福岡市那の津倫理法人会　相談役
㈱BIG  ROAD
最終責任者 金川 俊一 氏

「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

「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 島村 鉄兵 氏

八代市 県　南

28
「会長を拝命して ～覚悟～」
法人レクチャラー
佐賀県小城市倫理法人会　会長
㈱コーディネートスタジオ
ふろしき  代表取締役 高橋 亮子 氏

「明朗・愛和・喜働の実践」

「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㈱
熊本ヴォルターズ
代表取締役社長 湯之上 聡 氏

法人レクチャラー  有明佐賀倫理法人会  事務長
㈲古賀機械
代表取締役 古賀 伸忠 氏

熊本市中央 県　央

八代中央 県　南

球　磨 県　南

「実践で開けた」
八代北倫理法人会　専任幹事
㈱メイトプランナー
代表取締役 森下 芳伸 氏

29 30
「倫理実践中」
八代市倫理法人会　事務長
㈲野尻写真場
取締役 野尻 雄介 氏

八代北倫理法人会　会長
㈱トライスター
代表取締役 小林 宗義 氏

「倫理で人生が変わった」

熊本市中央 県　央

八代中央 県　南

球　磨 県　南

八代北倫理法人会  相談役
㈱水の子　会長 上村 茂則 氏

「脅かされる日本人の健康 健康産業40年の視点」

「これからの八代づくりについて」

「倫理法人会に入って」
熊本市中央倫理法人会　幹事
㈱加茂川元舗 山下 泰介 氏

「やってごらん!」

6

「より高く、より前に、より外へ」
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

「とことんやれば、必ずできる」
法人レクチャラー  北九州みやこ倫理法人会  相談役
㈱しんこう
代表取締役     越野 修司 氏

「品格を磨く」
法人レクチャラー　熊本市倫理法人会
普及拡大副委員長
黄檗建設㈱  代表取締役    黄檗 賢二 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　西

9

菊池合志倫理法人会　相談役
㈱健康舎
代表取締役会長 正源司 渡 氏

八代北 県　南

「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 　久保山 文生 氏

「朝起きは繁栄の第一歩」
熊本県倫理法人会　県西副地区長
㈲天草産業
代表取締役社長 江﨑 貞利 氏

宇土市準 県　西

宇土市準 県　西

八代北 県　南

「やれば出来る!」
法人レクチャラー  熊本県倫理法人会  副会長
㈱エイジス  代表取締役 川﨑 隆男 氏

「倫理を学んで　百歳現役」
法人レクチャラー　熊本市西倫理法人会
相談役
西田硝子㈱　会長 西田 紀雄 氏

「ダイバーシティと朝礼の未来」
熊本北倫理法人会　朝礼副委員長
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

八代北倫理法人会　顧問
コム・スペース㈱
代表取締役 小早川 宗弘 氏

「謝恩の倫理体験」
熊本北倫理法人会　会長
㈲ルゥ・デザイン装飾 　　　　
代表取締役 宮本 勝年 氏

八代市 県　南

「人生お役たち」
宇土市準倫理法人会　専任幹事
ほけんやさん kumamoto 増田 京子 氏

「倫理実践で得たもの 失くしたもの」
福岡県筑紫倫理法人会　相談役
ともえカイロプラクティック
代表 吉田 友恵 氏

宇　城 県　西
「倫理実践中」
八代倫理法人会
㈲野尻写真場 野尻 雄介 氏

「倫理が、大好きです」
八代中央倫理法人会　会長
績塾  八代田中北町校
塾頭     齊藤　 正 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　西
「原点回帰」熊本県倫理法人会会長を拝命して
熊本県倫理法人会　会長
㈱エコファクトリー
代表取締役社長 村上 尊宣 氏

26 27
天　草 県　西
「富士研に5年連続参加して」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　幹事長
㈱藤永組
代表取締役社長 藤永 和広 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　西

宇土市準 県　西

八代北 県　南
「恩意識」
法人レクチャラー  福岡県倫理法人会 福岡中央地区長
OLICE合同会社
代表社員 　永杉 貴司 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「七転八倒」
玉名倫理法人会　専任幹事
㈲里野建設
専務取締役 里野 寿一 氏

 石原 政孝 氏

「継続は力なりと倫理実践
  －楽しい普及活動めざして－」
熊本県倫理法人会　普及拡大委員長
㈱でんきのサントップ
代表取締役社長

「倫理を学び、わが社にとって良かったこと」
水俣芦北倫理法人会　副会長
医療法人 啓愛会
理事長 眞鍋 哲郎 氏

「朝起きは繁栄の第一歩」
熊本県倫理法人会　県西副地区長
㈲天草産業
代表取締役 江﨑 貞利 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

会場の都合（文化祭）で休会
／５週目分

休会

天　草 県　西

 村上 尊宣 氏

「原点回帰」
～熊本県倫理法人会会長を拝命して～
法人レクチャラー  熊本県倫理法人会  会長
㈱エコファクトリー
代表取締役社長

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

11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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 山口 能敬 氏

「倫理の学びを通して」
熊本市南倫理法人会　会員
専門学校CPA会計学院　熊本校
広報・就職担当

 小笠原 涼子 氏

「そして、これから…」
法人レクチャラー  福岡県倫理法人会 MS委員長
㈱小笠原
代表取締役社長

「職業訓練校（30年余）のユニークな
 人財育成の実践例」
法人レクチャラー  沖縄県中部倫理法人会  相談役
シマハウス　代表 島袋 清榮 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「穴井式･学問のすすめ」
 ～学んだことをきちんと頭に残す勉強術～
熊本市中央倫理法人会　会員
穴井りゅうじ社会保険
労務士事務所　代表 穴井 隆二 氏

法人レクチャラー　福岡県倫理法人会  文教委員長
福岡市那の津倫理法人会  相談役
㈱ BIG  ROAD　最終責任者 金川 俊一 氏

矢加部 尚武 氏

11/7㈭

場所：石倉　18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（球磨倫理法人会）

「三しん」

法人レクチャラー  筑後倫理法人会  相談役
㈱三和燃料ボード工業
代表取締役

11/12㈫

場所：宇土市就業改善センター 19:00～20:00

● 経営者の集い
　　（宇土市準倫理法人会）

「我が師の恩」

長崎県倫理法人会  監査  島原倫理法人会
㈲ライフサービス
代表取締役 橋本 卓也 氏

上村　 靖 氏

11/14㈭

場所：セレクトロイヤル八代　19:00～20:00

● 経営者の集い
　　（八代中央倫理法人会）

「本を忘れず」

法人レクチャラー　長崎県倫理法人会
㈲ｅプランニング
代表取締役

11/18㈪

場所：プラザホテルアネックス 18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（天草倫理法人会）

「人間万時塞翁が馬」

法人レクチャラー  北九州みやこ倫理法人会  相談役
㈱しんこう 代表取締役 越野 修司 氏

島袋 清榮 氏

11/18㈪

場所：熊本県民交流館パレア会議室７  18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（熊本市南倫理法人会）

「おいしさで笑顔を創る」
 　　　　…経営理念（志）を貫く!

法人レクチャラー
沖縄県中部倫理法人会  相談役
シマハウス　代表

11/19㈫

場所：ホテルサンライト 18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（水俣芦北倫理法人会）

「夫婦道の実践あれこれ」

福岡県筑紫倫理法人会　相談役
ともえカイロプラクティック
代表 吉田 友恵 氏

11/25㈪

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）

「人生神劇～ヨワリノハジマリ～」

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

11/26㈫

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）

「倫理＝経営⁈」

法人レクチャラー  福岡県倫理法人会 福岡中央地区長
OLICE合同会社
代表社員 永杉 貴司 氏

高橋 亮子 氏

11/26㈫

場所：八代市鏡文化センター　19:00～20:00

● 経営者の集い
　　（八代北倫理法人会）

「すなおな心」

法人レクチャラー  佐賀県小城市倫理法人会  会長
㈱コーディネートスタジオ
ふろしき  代表取締役

11/27㈬

場所：八代グランドホテル 18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（八代市倫理法人会）

「縦・横十字の愛和が会社繁栄の礎」


