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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：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
宇土市準会場：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
　　　　　（多良木駅隣接）
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5 月

天　草 県　西

天　草 県　西

「時代到来」
法人スーパーバイザー
㈱タートル
代表取締役社長 永木 保史 氏

「人生お役立ち」
宇土市準倫理法人会　専任幹事
ほけんやさん Kumamoto
代表 増田 京子 氏

熊本市南 県　央

「純粋倫理とは
  ～深くて広いひとのみち～」
九州・沖縄方面
副方面長 宇都　 進 氏

「覚悟を定める」
水俣芦北倫理法人会　MS委員長
㈱まるごと農場
代表取締役 吉井 和久 氏

水俣芦北倫理法人会　MS副委員長
看板のステップ
代表 谷端 剛一 氏

「天職」
熊本市南倫理法人会　専任幹事
長迫木材㈲　
代表取締役 髙見 睦代 氏

「後継者倫理塾報告」
八代市倫理法人会 幹事
㈱マルヤマ
八代市倫理法人会 会員
㈱藤永組　　　　

丸山 延寿 氏

遠山　 武 氏

「一十百千万の実践」
名誉研究員

田形 健一 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
代表 片島 荷風 氏
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熊本市中央 県　央

「熊本地震で活きた倫理の教え」

「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

「夫婦円満の秘訣」

熊本市南 県　央

宇　城 県　西
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熊本市倫理法人会　研修委員長
ベスト・グリーン㈱
営業係長 齋藤 伸和 氏

法人レクチャラー  熊本市南倫理法人会 相談役
㈱リアルサービス
代表取締役　 堤 　泰之 氏

「人生は今日が始まり‼」
八代中央倫理法人会　会員
㈱八代プレハブ
代表取締役 満岡　 泰 氏

「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

宇　城 県　西
「未定」
熊本県中小企業家同友会 宇城支部長
㈲入江鉄工
代表取締役 入江 義伸 氏

「倫理に学ぶ」
玉名倫理法人会　会長
フラワーショップフルール
代表 山中 重子 氏

宇　城 県　西
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天　草 県　西熊本市南 県　央

宇土市準 県　西

八代北 県　南

八代市 県　南
「本気の挑戦
 ～すなおな心から生まれる永遠の光～」
help my mom 代表取締役藤本 直子 氏

「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 山本 孝二 氏

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

「富士研報告」

「親に笑顔を子どもに夢を」
  不登校体験から感じた子育て親育て
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

「人生理念」
熊本市中央倫理法人会　普及拡大委員長
㈱ブレス 相馬 俊樹 氏

「倫理の実践による気づき」
福岡県倫理法人会　副会長
㈱桐明組 桐明 和久 氏

江藤 長利 氏

「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   山本 孝二 氏

「言霊の力～
  『口癖ひとつで今からでも人生が変わる』」
人吉市倫理法人会　専任幹事
ジブラルタ生命保険  人吉支部  眞鍋 郁子 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

「ベトナム人に倫理を伝えてガッチリ‼」
阿蘇倫理法人会　会長
江藤建設㈲　
代表取締役

４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
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「富士研で得たこと!」
水俣芦北倫理法人会　専任幹事
豊田実業㈱
代表取締役 澤村 昭仁 氏

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「倫理実践の対象」　
九州・沖縄方面
担当研究員 鶴川 宗弘 氏

広瀬 光昭 氏

「未定」
熊本県立球磨中央高校
校長

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

宇土市準 県　西

八代北 県　南

「栞あっての人生」
熊本県倫理法人会　相談役
㈱藤永組
代表取締役会長 藤永 勝利 氏

「命輝かして」
法人アドバイザー
竹田市倫理法人会  参事
明るい農村 ぽかぽか 代表 佐藤 博治 氏

福岡県倫理法人会　副会長
㈱桐明組

4/6㈪

場所：くまもと県民交流館パレア
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （熊本市南倫理法人会）

「倫理との出会いに感謝」

　桐明 和久 氏

日
3/29

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

「勤労歓喜」人生を終わりから考える
熊本北倫理法人会  幹事
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
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「世界を救うためにあるべき日本の役割」
  － 林英臣政経塾での学びから想うこと －

宇土市準倫理法人会　普及拡大委員長
ナウトゥルー  代表　今中 真之助 氏

天　草 県　西
「天職」
熊本市南倫理法人会　専任幹事
長迫木材㈲
代表取締役 髙見 睦代 氏

「規律・気をつけ・礼」

八代中央 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
マックスジェィティ㈱
代表取締役 城戸 雄生 氏

「ワクワクドキドキ人生を生きる」
キャリアデザインスクール
アート・アイ  代表山本 ゆかり 氏

「先人たちの智恵を未来の子供たちにつなぐ」
熊本市中央倫理法人会　朝礼委員長
㈱サポート 梅田 竜嗣 氏

「“本当は諦めたくない”という想いの可能性」
㈱コーチングディベロップメント
代表取締役 境　 英利 氏

熊本市南 県　央

宇　城 県　西

「願いは叶う‼努力次第で‼
   ～事業、家庭の再建 and事業継承～」
法人レクチャラー　荒尾市倫理法人会
相談役
㈲加来建設　会長 加来 恵美子 氏

大津 正和 氏

「活力朝礼は繁栄の源」
法人アドバイザー
㈱紙資源
代表取締役社長

髙見 睦代 氏

「天職」
熊本市南倫理法人会　専任幹事
長迫木材㈲　
代表取締役

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

休 会

休 会

休 会

５週目のため休会
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宇土市準 県　西

八代北 県　南

八代市 県　南
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「富士研体験報告」
法人レクチャラー  八代北倫理法人会  会長
㈱トライスター
代表取締役社長 小林 宗義 氏 他２名

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

「奇跡の施術。
  腱引き療法との出会いと喜び」　
出水市倫理法人会　会員
筋整流法北薩摩腱引き道場
代表 押川 義弘 氏

満岡 　泰 氏

「人生今日が始まり」
八代市中央倫理法人会　会員
㈱八代プレハブ
代表取締役社長

水俣芦北 県　南

人吉市 県　南

熊本県倫理法人会 幹事長

八代市倫理法人会 会長

八代市倫理法人会 幹事

藤永 和広 氏
豊田 昌裕 氏
有田 明美 氏
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