
法人レクチャラー　福岡市早良倫理法人会
副専任幹事
昭和産業　代表 太郎良 和孝 氏

1/20㈪

場所：くまもと県民交流会館
　　　パレア会議室7

●経営者の集い
　（熊本市南倫理法人会）

「両親と純情にむき合えた事」

法人レクチャラー 奄美倫理法人会 広報委員長
（一社）シンクロプラス
代表理事 友野 秀樹 氏

1/21㈫

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）

「柳生家の家訓とシンクロニシティー
 ～偶然はない!ことを証明します～」

法人レクチャラー  岩国市倫理法人会  相談役
㈲サンキビニテック
代表取締役 竹本 幸生 氏

1/27㈪

場所：小松屋渚館　18:30～19:30

●経営者の集い
　（天草倫理法人会）

「やれば出来る‼」
法人レクチャラー  大分市倫理法人会  相談役
合同会社 矢野商店
代表社員 矢野 雅則 氏

1/30㈬

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）

「根を養えば、樹は育つ」

法人レクチャラー  日向市倫理法人会  相談役
㈲ジュノーブライダル メンタルビューティーアカデミー
代表取締役 武田 珠支子 氏

1/28㈫

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）

「倫理の学びは幸せへのみちしるべ」

1/1 元日

2/1

水

火 7

県
央

県
西

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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「やれば出来る」
倫理経営インストラクター　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
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「足下の実践」
九州・沖縄方面
副方面長 　宇都　 進 氏

天　草 県　西

天　草 県　西

「後継者倫理塾、途中経過報告」
熊本北倫理法人会　副専任幹事
㈱ニコニコ不動産
代表取締役 山田 高大 氏

「自分を動かす」
熊本県倫理法人会　県央副地区長
西田硝子㈱
代表取締役 西田 義伸 氏

熊本市南 県　央

「人が育つ会社を目指して」
人吉市倫理法人会　事務長
㈱エイジス人吉店
店長 都登 祐樹 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

「先ずは小さな実践から」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　県西地区長
マツシタ不動産㈲
代表取締役社長 森下 弘美 氏

新年式～新年へ向けての抱負～
MS参加者

「令和時代をどう生きる～倫理と共に～」
熊本県倫理法人会  県北東副地区長
行政書士山本孝二事務所
所長 山本 孝二 氏

「明朗愛和の第一歩」
熊本市倫理法人会　広報委員長
（一社）日本アンガーマネジメント協会
ファシリテーター 大畑 諒介 氏

「倫理法人会で学ぶ、三つの経営と実践」
法人レクチャラー
大分市倫理法人会　相談役
合同会社 矢野商店
代表社員 矢野 雅則 氏

「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
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熊本市中央 県　央

八代中央 県　南

球　磨 県　南

九州・沖縄方面
担当研究員 鶴川 宗弘 氏

「倫理実践の対象」

「倫理法人会との出会い」

「聴く実践が効く」
法人スーパーバイザー
㈱福岡工務店
代表取締役 福岡 敬貢 氏

「倫理に学ぶ」

「人生神劇」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会
相談役　㈱基設計
代表取締役     山本　 浩 氏

「専任幹事に徹した７年間に感謝」
法人レクチャラー  福岡市早良倫理法人会
副専任幹事
昭和産業　代表    太郎良 和孝 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　西

11

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

八代北 県　南
「志定まれば道あり ～無敵の人生～」
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

八代北 県　南

宇土市準 県　西

宇土市準 県　西
「ミス・クマモトへの挑戦」
2019ミス・クマモト

田上 知佳 氏

宇土市準倫理法人会　事務長
㈱ティービーエム
代表取締役 松枝 伸行 氏

八代市 県　南

「随縁に従う」
法人局顧問
アシスト・クル－㈱ 長嶋　 徹 氏

「出せば入る‼」
法人レクチャラー
岩国市倫理法人会　相談役
㈲サンキビニテック　　
代表取締役 竹本 幸生 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     大城戸 ますみ 氏

「経営に倫理を取り入れて」
熊本県倫理法人会　研修委員長
㈱U-Brand
代表取締役 平瀬 裕一 氏

宇　城 県　西
「やれば出来る」
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
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8 9
「倫理で学んだこと」
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

天　草 県　西
「３と税」
天草税務署　署長

田﨑 賢治 氏

「倫理の学びと実践」
熊本市南倫理法人会　会員
東京CPA会計学院  熊本校
広報就職担当 山口 能敬 氏

新年式

「品格を磨く」

「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

熊本市南 県　央

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

宇　城 県　西
「全員の年頭の抱負」
全員

１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　2020年

42 3

「熊本地震から学び気づかされた
   『共に歩む経営』」
㈱キャップ ドゥ
代表取締役社長 森田 晃輝 氏
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水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「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 村上 尊宣 氏

「新年式 ～新年へ向けての抱負～」
MS参加者

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「空を見上げてみませんか」
八代市倫理法人会　会員　
㈱インフォミックス 松村 美樹 氏

藤永 和広 氏

「倫理を学んで」
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

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「真冬の禊で気づいたハイの実践の意味」
法人レクチャラー
奄美倫理法人会　広報委員長
（一社）シンクロプラス
代表理事 友野 秀樹 氏

 天野 純一 氏

「倫理の学びと実践」
法人スーパーバイザー  鹿児島県倫理法人会
相談役　㈲天野電装
代表取締役社長

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「倫理を経営に取り入れて」
熊本県倫理法人会　研修委員長
㈱U－Brand
代表取締役 平瀬 裕一 氏

 宮村 陶太 氏

「倫理で学んだこと」
熊本県倫理法人会　MS委員長
㈲CAM建築設計事務所

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

八代市 県　南 熊本市中央 県　央

八代中央 県　南

球　磨 県　南

29 30 31

「私の心の太陽」

「本を忘れず」
熊本県倫理法人会　県央地区長
ナス・ドリームズ
代表 奈須 悦雄 氏

八代北 県　南
「夫婦の絆と家庭愛」
法人レクチャラー  日向市倫理法人会  相談役
㈲ジュノーブライダル メンタルビューティーアカデミー
代表取締役 武田 珠支子 氏

宇土市準 県　西
「倫理で出会った不思議な出来事」
宇土市準倫理法人会　監査
㈱小畑塗装店  代表取締役小畑 啓介 氏

宇土市準倫理法人会　会長
日出ショー
代表 河副 日出海 氏

18:30～19:30


