
春分の日
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４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：菊南温泉ユウベルホテル　熊本市北区鶴羽田3丁目10番1号
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：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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「倫理を学びながら」
熊本県倫理法人会　青年委員長
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市原 功一朗 氏
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熊本市 県　央

「倫理一年生」
八代北倫理法人会　ＭＳ委員長
㈲Ｔ・Ｌ・Ｓ
マネージャー 稲葉 雅也 氏

「苦難福門」
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

「熊本地震について」
天草市立御所浦
白亜紀資料館　館長 長谷 義隆 氏

熊本市託麻 県　央

熊本東 県北東
「全てが必要なコト。」

熊本市託麻 県　央

熊本東倫理法人会　会員
㈱住永企業（オートメッセ）
代表取締役社長　 住永 栄一郎 氏

熊本東 県北東
「地域に深く、世界に広く」
㈱お風呂のシンドー
代表取締役 新道 欣也 氏

「あなたの夢は何ですか？」
　～終わりから考える～
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
常務理事／看護師長 池澤 千恵子 氏

「一つの心と運命の出逢い」
玉名南倫理法人会　普及拡大副委員長
一心　代表 稲田　豊・美佳 氏

「熊本の国際化についての取り組み」

内野 幸喜 氏
熊本県議会議員

「倫理実践中!」
八代市倫理法人会　会長
㈱豊田工業所
代表取締役 豊田 昌裕 氏

「水素のすごい力」
水前寺倫理法人会　会員
くまもと免疫統合医療
クリニック　院長 赤木 純児 氏

荒尾市 県北東
「倫理を学んで」

市原 功一朗 氏
熊本県倫理法人会　青年委員長
㈲日進塗工
取締役

荒尾市 県北東
「純情－すなお」

西田 紀雄 氏
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

「教育先進都市『あらお』の
　実現を目指して」

浦部　 眞 氏荒尾市教育委員会 教育長

「しくじり先生から学んだ事」
熊本北倫理法人会　監査
ハウスギャラリー㈲
代表取締役 本田 睦子 氏

熊本北 県　央

玉　名 県北東
「導かれ感で広がる可能性」
荒尾市倫理法人会　女性委員長
児童養護施設  シオン園
施設長 久佐賀 眞理 氏

「実践すれば人生が変わる」
法人レクチャラー  福岡県直方準倫理法人会
相談役　㈱クボイ
代表取締役会長 久保井 伸治 氏

熊本北 県　央

玉　名 県北東
「矜持はあるか」
研修室研究員

田上 不折 氏

「死に方のコツ」
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

熊本北 県　央

玉　名 県北東
「倫理で原理原則を知ってから」
佐賀市倫理法人会　研修副委員長
クレイジーグループ
代表 中尾 圭佑 氏
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水前寺 県　央

「心の医療現場から～悩み多き人たちへ～」　
水前寺倫理法人会　会員
むらかみ内科クリニック
院長・理事長 村上 和憲 氏

水前寺 県　央
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熊本市西 県　央
「なぜ私がこの事業をやるべきなのか？」
Esperanca Kumamoto
総監督 　光永 誠司 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

「苦難福門」
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

阿　蘇 県北東

「倫理実践の対象」
九州沖縄方面　
担当研究員 鶴川 宗弘 氏

玉名南 県北東

「親に笑顔を子供に夢を」
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

水前寺 県　央

「すなおなこころで
 ～あかるく、えがおで、ほがらかに～」
熊本県倫理法人会　女性委員長
シホ・サンフラワー
代表 井手 志保 氏

熊本市西 県　央 玉名南 県北東

阿　蘇 県北東

「今日の出逢いが人生を変える 
　～ファーストインプレッションの整え方～」
玉名南倫理法人会　女性委員長
オフィス テロワール  代表 一文字 美穂 氏

玉名南 県北東

法人アドバイザー  熊本県倫理法人会  相談役
宍倉渉税理士事務所  所長 宍倉 　渉 氏

山鹿市 県北東
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「水素ガスの奇跡」
水前寺倫理法人会　会員
くまもと免疫統合医療
クリニック　院長 赤木 純児 氏

水前寺 県　央

「『気づき』からの１歩」
玉名南倫理法人会　副会長
レイア　代表 荒川 裕子 氏

熊本市西 県　央 玉名南 県北東

阿　蘇 県北東

「不撓不屈」
阿　蘇 県北東

「継続は力なりと倫理実践
　～最高の人生をめざして～」
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 石原 政孝 氏

28
熊本市 県　央

荒尾市 県北東

法人レクチャラー
福岡県直方準倫理法人会　相談役
㈱クボイ
代表取締役会長

4/24㈮   

場所：くまもと県民交流館パレア
　　会議室２　18:30～19:30

●経営者の集い
 （熊本北倫理法人会）

久保井 伸治 氏

「魅力ある企業にするには」

菊池合志 県北東 熊本市 県　央 山鹿市 県北東
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熊本市託麻 県　央
「即行人生」
熊本市倫理法人会　青年委員長
YOU福　代表 福島 雄介 氏

熊本東 県北東
「家庭でできる新型コロナウイルス対策法
　～免疫活性法～」
熊本東倫理法人会　会員
㈱エス・エフ・シー　代表取締役 島田　 修 氏

「覚悟の瞬間」～その先に見えた親子の絆～
北九州市倫理法人会　専任幹事
㈱BESTIE
シンガーソングライター 池端 克章 氏

熊本東 県北東

「経営と倫理　Part２」
熊本市託麻倫理法人会　監査
㈱フジ経理センター
代表取締役 鍬田 経雄 氏

水前寺 県　央

熊本市西 県　央
「だまさせない『賢い新車の買い方』」
㈲ムラサキ自動車
代表取締役 村崎 公俊 氏

山鹿市 県北東
「役職を経験するという事」
山鹿市倫理法人会　会員
㈲あき興業
代表取締役　　 江藤 彰洋 氏

熊本市西 県　央
「日新公に学ぶ」
熊本市西倫理法人会
Panacea　代表 栫　 直樹 氏

「漢字で解るお店の繁栄法」
熊本東倫理法人会　会員
㈱メディアインターナショナル
代表取締役 福本 和敏 氏

玉名南 県北東

「カネ・カニ・カミ、栞はトリセツ」
阿　蘇 県北東

法人スーパーバイザー  熊本県倫理法人会  相談役
おがたフードサービス㈲
代表取締役 緒方 一義 氏

「阿蘇に住んで思う事」
阿蘇倫理法人会　相談役
㈱阿蘇ローズベリー
取締役農場長 小笠原 徹朗 氏

5/25/1

3/30
3/29

「富士研体験報告」
熊本市倫理法人会 幹事 大畑 諒介 氏

内山 貴博 氏 福島 雄介 氏

「未定」 「富士研体験報告」
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

「jobでもwork でもない myオキュペーション 
　～倫理という土台を敷く～」
玉名南倫理法人会  専任幹事　感性のものさし
デザイナー、アートディレクター 片島 荷風 氏
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