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２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　玉名市玉名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　2020年
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「謙虚に学ぶ」
法人スーパーバイザー
佐賀県倫理法人会  相談役
㈱創研  代表取締役会長
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寺﨑 晃嘉 氏

「苦難福門　会長を拝命して」
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

熊本市託麻 県　央

菊池合志 県北東
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熊本市 県　央

「生きる力」
参事・法人アドバイザー  鹿児島県薩摩川内市倫理法人会
アドバイザー　㈱宇都組・
みやこ興産㈱　取締役会長 宇都 要一 氏

「子供たちの目が輝いた」
菊池合志倫理法人会　専任幹事
ペンションシャレー菊池
代表 菊池 仁美 氏

熊本市託麻 県　央
「～続ける～自分との約束」
法人レクチャラー
㈱加來総合保険事務所

熊本市倫理法人会　研修委員長
ベストグリーン㈱
営業係長

加來 正弘 氏

熊本東 県北東
「倫理が変えてくれた私の人生」

熊本市託麻 県　央
「夫婦円満の秘訣」

齊藤 伸和 氏

熊本東 県北東

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 藤永 和広 氏

「倫理実践の対象」
九州・沖縄方面
担当研究員 鶴川 宗弘 氏

熊本東 県北東
「継続は力なりと倫理実践」－楽しい普及活動をめざしてー
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 石原 政孝 氏

「倫理の学びを子どもたちへ」
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

「人生は、実践で変わる」
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

「無意識のコントロール。」
水前寺倫理法人会　朝礼副委員長
㈱アジュール
代表取締役 黒木 俊吉 氏

「職人経営者の実践」
法人レクチャラー
ケーキの店  プール・ヴー
代表 源河 光雄 氏

「令和時代をどう生きる～倫理とともに～」
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

「音楽の力～くまもと復興国際音楽祭」

坂本 一生 氏

江藤 長利 氏

熊本市南倫理法人会　会員
NPO Orchestra Creation
Director

「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  白梅病院
理事長 眞鍋 哲郎 氏

荒尾市 県北東
「熊本地震に遭遇して」

山下 康徳 氏
法人レクチャラー　宮﨑県北霧島倫理法人会
会長　㈱山椒茶屋
代表取締役

「戦略的M&A事業承継で、新しい未来を拓く。」
ヘリテージパートナーズ㈱　代表取締役
浜田醤油㈱
名誉会長　　 濵田 康成 氏

「明朗愛和で全てよし!」

平野 美佐子 氏
法人レクチャラー　水前寺倫理法人会  会長
㈱公明不動産
取締役

「心を殺して我慢した先に人生の成功などありえない。」
水前寺倫理法人会　朝礼副委員長
㈱アジュール
代表取締役 黒木 俊吉 氏

熊本北 県　央

玉　名 県北東
「倫理実践で変わる」
熊本東倫理法人会　副会長
㈱ TOBI-ICHI
代表取締役 富澤 一憲 氏

「人生の羅針盤」
八代北倫理法人会　副会長
㈲Prime１　代表 伊藤 慶輔 氏

熊本北 県　央

玉　名 県北東
「親に笑顔を子どもに夢を」
菊池合志倫理法人会　幹事
カウンセリングルーム
タンカルム　代表 山口 法子 氏

「倫理実践で潜在能力を活性化！？」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会
後継者倫理塾  運営委員長
㈲正文堂　代表取締役 馬場口 一利 氏

熊本北 県　央

「白いカラスと隣の女房」／「愛のメッセージ」
熊本北 県　央

玉　名 県北東
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「働き方改革の進め方」
阿蘇倫理法人会　会員
㈱古木常七商店
取締役次長 古木 繁行 氏

「富士研体験報告」
熊本北 県　央
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東
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「運命自昭」　～シェアストーリー～
熊本市南倫理法人会　会員
㈱バランスネットワーク
代表取締役 古藤 靖憲 氏

水前寺 県　央

「令和二年  知っておきたい
  日本の政治・熊本の政治」
熊本市倫理法人会　会員
熊本県議会議員
㈱ウェルフェア熊本
専務取締役 濱田 大造 氏

水前寺 県　央

「招福健康法」　“出せば入る”
法人レクチャラー
福岡市倫理法人会　相談役
ジェイ・コスモ㈱
代表取締役 大島 修治 氏

水前寺 県　央

熊本市

熊本市西 県　央
「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

「すなおさを磨き続けるための倫理」
熊本市西倫理法人会　女性委員長
SAMAR　代表 　菊池 順子 氏

菊池合志 県北東 熊本市 県　央 山鹿市 県北東

荒尾市 県北東

会員スピーチ
山鹿市倫理法人会　会員

「生産性について考えてみよう。」
熊本市倫理法人会　会員
福田税理士事務所
所長 福田 春二 氏

「倫理で気づいてガッチリ!」
阿蘇倫理法人会　会長
江藤建設㈲
代表取締役

阿　蘇 県北東

「倫理を通して学んだこと」
玉名倫理法人会　普及拡大委員長
東京海上 熊本支社
あんしんネット代理店 高木 将希 氏

玉名南 県北東

「戦国武将に学ぶ単会の在り方」
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

「大転換の時代  打つ手は無限」
法人アドバイザー
㈱ゲンキの平和堂
代表取締役 藤本 定明 氏

「一つの心の運命の出会い」
玉名南倫理法人会　普及拡大副委員長
一心　代表 稲田 　豊 氏

玉名南 県北東

「50にして気付いた人生の目的」
㈱情報とせんたく
代表取締役　 𠮷井 靖男 氏

水前寺 県　央

熊本市西 県　央
「リーダーとして在るべき姿とは？」
熊本市西倫理法人会　副会長
㈱三和不動産
代表取締役 林田 昇三 氏

熊本市西 県　央

山鹿市 県北東
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「継続は力なりと倫理実践」
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 石原 政孝 氏

熊本市託麻 県　央
「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

熊本東 県北東
「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

「私の心の太陽」
阿　蘇 県北東

宇土市準倫理法人会　会長
日出ショー　代表　 河副 日出海 氏

玉名南 県北東

「苦難福門（困ったところに活路あり）」
阿　蘇 県北東

法人レクチャラー
ゴードービジネスマシン㈱ 小野 敬一 氏

玉名南 県北東

「農業と事業継承」
阿　蘇 県北東

㈱みなみ阿蘇
代表取締役 田尻　 徹 氏

「誘われて感謝」
阿蘇倫理法人会　専任幹事
クマレキ工業㈱
代表取締役 野中 優三 氏

「七転八倒」⇒「七転八起」
玉名倫理法人会　専任幹事
㈲里野建設　専務 里野 寿一 氏

熊本市西 県　央
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熊本市 県　央

荒尾市 県北東

法人レクチャラー
ケーキの店  プール・ヴー
代表

2/2㈰   

場所：旭志ふれあいセンター
　　　18:00～19:00

● 経営者の集い
    （菊池合志倫理法人会）

源河 光雄 氏

「感謝する心」

法人レクチャラー
㈱加來総合保険事務所

2/13㈭   

場所：神園山荘
　　　19:00～20:00

● 経営者の集い
    （熊本市託麻倫理法人会）

加來 正弘 氏

「挫折から得た家族の絆」

法人レクチャラー
ゴードービジネスマシン㈱

2/19㈬   

場所：阿蘇の司ビラパークホテル
　　　18:30～

● 経営者の集い
    （阿蘇倫理法人会）

小野 敬一 氏

「新郎太陽
   （難局は太陽がいっぱい）」

法人レクチャラー
福岡市倫理法人会　相談役
ジェイ・コスモ㈱
代表取締役

2/26㈬   

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）

大島 修治 氏

「継続こそ力なり」　“成長とは
  新しい良い習慣を創ること”

振替休日

祝日のため休会

熊本北倫理法人会　幹事
いけざわこどもクリニック  看護婦長　　　
熊本北倫理法人会　幹事
ケアスペースmami　代表

池澤 千恵子 氏
中村 正美 氏

法人アドバイザー
㈱ゲンキの平和堂  取締役 BOSS
法人レクチャラー
宮崎県倫理法人会　会長
㈱宮崎カメラ　代表取締役社長

藤本 定明 氏
大木 博文 氏
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