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勤労感謝の日

11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
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

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

藤岡 久子 氏
熊本市西倫理法人会　会長
別所琴平神社
権禰宜

玉　名 県北東

菊池合志 県北東

菊池合志 県北東
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「夫婦愛和がすべて」
法人レクチャラー
福岡県南地区　地区長
江口製菓㈱　会長
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江口 健治 氏

「音楽の力」
熊本市南倫理法人会　会員
NPO法人 オーケストラ創造
理事長 坂本 一生 氏

熊本市託麻 県　央

菊池合志 県北東

25

「七転八倒」

熊本市 県　央

阿　蘇 県北東

「心に残る魂の倫理指導」
法人レクチャラー  福岡県豊前市倫理法人会  副会長
㈱清美装飾
代表取締役社長 大木 孝吉 氏

熊本北 県　央

「会長職２年目の覚悟!」

「熊本 経済、さらに前進」
熊本県倫理法人会　顧問
熊本市南倫理法人会　会員
衆議院議員 野田　 毅 氏

「玉名市の現状について」
玉名市長

藏原 隆浩 氏

「七転八倒」
玉名倫理法人会　専任幹事
㈲里野建設
専務 里野 寿一 氏

熊本市託麻 県　央
「健康法即経営法」～日本伝承医術から見た経営法～
熊本東倫理法人会　会員
エス・エフ・シーグループ
代表取締役会長

法人レクチャラー
㈲ギャラリー有田
会長

島田　 修 氏

熊本東 県北東
「背水の陣」

熊本市託麻 県　央
「倫理実践」

久保田 豊 氏

熊本東 県北東

玉名南倫理法人会  事務長兼普及拡大委員長
㈱ BALWANT
代表取締役社長 牛嶋 武司 氏

「選ばれる『まち』になるために」
人吉市倫理法人会　会員
人吉市長 松岡 隼人 氏

「女子サッカーチーム
  ルネサンスの地域貢献」
㈱木村　代表取締役社長 木村 光男 氏

カウンセリングルーム
タン♫カルム　代表

熊本市託麻 県　央
「親に笑顔を子どもに夢を」

山口 法子 氏

熊本東 県北東

熊本東 県北東
「社長は戦国武将に学べ!」
熊本市中央倫理法人会　会長
かどおか歯科医院
院長 角岡 秀昭 氏

玉　名 県北東

29 30
「笑顔人間に不幸なし」
法人レクチャラー　長崎県倫理法人会  相談役
㈱ウィンプランツ
代表取締役会長 古里 久則 氏

熊本市託麻 県　央
「生涯挑戦」
LAWSON長嶺西３丁目店
店長 田上 大樹 氏

熊本東 県北東

「明朗心」
九州・沖縄方面
副方面長 宇都　 進 氏

「阿蘇くまもと空港の
　創造的復興について」
熊本県議会議員
高速交通ネットワーク整備促進
特別委員会　委員長 髙木 健次 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 村上 尊宣 氏

「人生は100倍のホラをふけ」
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

「自利利他」
法人アドバイザー  熊本県倫理法人会  相談役
㈱インフォミックス
代表取締役 宍倉　 渉 氏

「これまでの歩み」

前田 敬介 氏
熊本県議会議員

「親離れ　子離れ」
法人レクチャラー  福岡県柳川大川倫理法人会  副専任幹事
㈱ウェルネスコーポレーション
代表取締役社長 大橋 ゆみ子 氏

荒尾市 県北東

「地元に密着した商売」
㈲木いちご
代表取締役 大井 雄介 氏

「出会い」

東家 剛司 氏
熊本市西倫理法人会　青年委員長
㈱ツガワ

荒尾市 県北東
「祖霊迎拝の倫理」

那須　 隆 氏
九州・沖縄方面
方面長

「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

熊本北 県　央

「50にして気付いた人生の目的」
㈱情報とせんたく
代表 吉井 靖男 氏

熊本北 県　央

熊本北 県　央

「心を磨く ー運命自招ー」
久留米市倫理法人会　MS委員長
㈱アトリエミラネーゼ
取締役 日高 朝美 氏

熊本北 県　央

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
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央

「玉名倫理法人会会長を拝命した私の学びと気づき」
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

玉名南 県北東

「理想の政治を求めて」
熊本市中央倫理法人会　会員
幸山政史の会　代表 幸山 政史 氏

水前寺 県　央

「会長を拝命して」
阿　蘇 県北東

荒尾市倫理法人会　会長
㈱荒尾介護システム
代表取締役 島添 明美 氏

「倫理の学びを “純情”に実践」
法人レクチャラー
長崎県倫理法人会  幹事長
ホテルグランドパレス諫早　椛島 文昭 氏

玉名南 県北東

「会長職２年目の覚悟!」
熊本市西倫理法人会　会長
別所琴平神社　権禰宜 藤岡 久子 氏

水前寺 県　央

「明朗愛和で自己革新」
阿　蘇 県北東

法人レクチャラー
福岡県倫理法人会  幹事長
さくら労務サポート事務所松木 知代惠 氏

「万境順応」
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

玉名南 県北東

「タイミング」
法人レクチャラー
長崎南倫理法人会　相談役
新栄総業株式会社
代表取締役 伊藤 弘和 氏

水前寺 県　央

「明朗・愛和・喜働」
阿　蘇 県北東

熊本市南倫理法人会　副会長
㈲コンパスポイント 菅 みどり 氏

「倫理から始める世界平和」
熊本東倫理法人会　会長
オグラドルフィン㈱
代表取締役 中鶴 昭一 氏

玉名南 県北東

「手放す事で、得られるコト
  ～捨我得全～」
福思企画　代表

山口 由弘 氏

水前寺 県　央

祝日の為 休会

第５週の為 休会

祝日の為 お休み

お休み

熊本市 県　央 山鹿市 県北東

熊本市西 県　央
「天に貯金を」
法人レクチャラー  福岡県豊前市倫理法人会
相談役
サンファーム 　三田 敏和 氏

熊本市西 県　央
「役を受ける」
熊本県倫理法人会　MS委員長
㈲CAM建築設計事務所　宮村 陶太 氏

「倫理を学びながら」
熊本県倫理法人会　青年委員長
㈲日進塗工　取締役　市原 功一朗 氏

熊本市西 県　央

山鹿市 県北東
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「日々孝日～今やるべきこと～」
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 松岡 和孝 氏

熊本市 県　央

大城戸 ますみ 氏

「信成万事 :信じるとは…」
法人レクチャラー  玉名南倫理法人会  副会長
㈱玉名サンクリーン
専務取締役

荒尾市 県北東
「苦難福門 －感謝－」

山本 孝二 氏
熊本県倫理法人会  県北東地区  副地区長
司法書士　
山本孝二事務所

熊本市西 県　央

「９割が知っている、しかし８割が切り替
えていない電力自由化による電気代削減」
熊本エナジー㈱ 　　鍋島 征宏 氏

法人レクチャラー  福岡県豊前市倫理法人会  相談役
サンファーム 三田 敏和 氏

11/5㈫

場所：別所琴平神社　18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（熊本市西倫理法人会）

「孫からのおくりもの」

法人レクチャラー
㈲ギャラリー有田 久保田 豊 氏

11/7㈭ ● 経営者の集い
　　（熊本市託麻倫理法人会）

「事業承継」

場所：神園山荘　19:00～20:00

法人レクチャラー  福岡県豊前市倫理法人会  副会長
㈱清美装飾  代表取締役社長 大木 孝吉 氏

11/8㈮

場所：くまもと県民交流館パレア会議室3　18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（熊本北倫理法人会）

「運命」

法人レクチャラー  福岡県柳川大川倫理法人会  副専任幹事
㈱ウェルネスコーポレーション  代表取締役社長大橋 ゆみ子 氏

11/18㈪ ● 経営者の集い
　　（熊本市倫理法人会）

「明朗　愛和　喜働」

場所：水前寺共済会館グレーシア  18:30～19:30

法人レクチャラー　福岡県南地区　地区長
江口製菓㈱　会長 江口 健治 氏

11/19㈫

場所：富士ホテル　18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（山鹿市倫理法人会）

「すべての出合いに感謝」

法人レクチャラー　福岡県倫理法人会  幹事長
さくら労務サポート事務所 松木 知代惠 氏

11/20㈬ ● 経営者の集い
　　（阿蘇倫理法人会）

「信成万事」

場所：阿蘇の司ビラパークホテル　18:30～

法人レクチャラー　長崎県倫理法人会  相談役
㈱ウィンプランツ　代表取締役会長 古里 久則 氏

11/29㈮

場所：玉名高等職業訓練校　18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（玉名倫理法人会）

「人の喜び　我が喜び」

法人レクチャラー  長崎南倫理法人会　相談役
新栄総業株式会社  代表取締役 伊藤 弘和 氏

11/22㈮

場所：ホテル熊本テルサ　18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（水前寺倫理法人会）

「たった一つの小さな実践」


