
６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 WEBと同時開催予定
水前寺会場：ＷＥＢ
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
　　　　　　ＷＥＢと同時開催予定
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
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熊本市 県　央

「この勉強（倫理）に出会えたことに感謝」
法人レクチャラー  鹿児島県奄美倫理法人会  会長
㈱HISANO通信システム　
代表取締役 久野　 博 氏

「目を背けていた過去が変わる。～反始慎終～」
法人レクチャラー
福岡県中州川端倫理法人会　会長
一般社団法人 日本ドリームボード財団
代表理事 上田 康蔵 氏

「覚悟の瞬間」～その先に見えた親子の絆から
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

熊本市託麻 同時開催

熊本東 県北東

熊本市託麻 同時開催

熊本東 県北東

荒尾市 県北東

荒尾市 県北東
「すなおな心」

菅 みどり 氏
熊本市南倫理法人会　副会長
㈲コンパスポイント
代表

「万境順応」

久保山 文生 氏
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

熊本北 県　央

玉　名 県北東
「玉名への想い」
玉名倫理法人会　会員
㈱カワカミ
代表取締役 川上 大介 氏

熊本北 県　央

玉　名 県北東
「苦難福門」
熊本県倫理法人会　相談役
㈱基設計
代表取締役 山本　浩 氏

熊本北 県　央

玉　名 県北東
「先ずは小さな実践から」
県西地区　地区長
マツシタ不動産㈲
代表取締役 森下　弘美 氏

熊本北 県　央

水前寺 ＷＥＢ

水前寺 ＷＥＢ

熊本市西 県　央
「本を忘れず」
九州・沖縄方面
担当研究員 　鶴川 宗弘 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

阿　蘇 県北東

「やれば出来る!」
法人レクチャラー　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

水前寺 ＷＥＢ

熊本市西 県　央 玉名南 同時開催

阿　蘇 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 同時開催

八代市倫理法人会　幹事
NPO法人 笑顔やっちろ  理事長有田 明美 氏

「器とは」

30
熊本市 県　央

荒尾市 県北東

法人レクチャラー
大分市倫理法人会　副会長
ゴードービジネスマシン㈱
代表取締役

6/3㈬   

場所：阿蘇の司ビラパークホテル
　　　18:30～20:30

場所：阿蘇の司ビラパークホテル
　　　18:30～20:30

● 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
福岡県倫理法人会　副幹事長
㈱三和アドバンス
代表取締役

6/17㈬
● 経営者の集い
    （阿蘇倫理法人会）

川邉 利彦 氏

「息子を亡くして思うこと」
沖縄県中部倫理法人会
沖縄中北部地区　地区長
（同）サンサン
代表社員

6/17㈬

場所：玉名市天水市民センター
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （玉名南倫理法人会）

城間　 一 氏

「すべては必然」
法人レクチャラー
鹿児島県奄美倫理法人会　会長
㈱HISANO通信システム
代表取締役

6/19㈮

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）

久野　 博 氏

「出会いに感謝・妻に感謝」
法人レクチャラー
福岡県中州川端倫理法人会　会長
一般社団法人 日本ドリームボード財団
代表理事

6/25㈭

場所：未定
　　　19:00～20:00

● 経営者の集い
    （熊本市託麻倫理法人会）

上田 康蔵 氏

「そして誰もいなくなった～万象我師～
 まごころから求める実践」

法人レクチャラー
福岡中央地区　副地区長
㈲アサム　
代表取締役

6/23㈫

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）

平川 雅樹 氏

「仲間づくりのコツはコツコツ」

菊池合志 県北東 熊本市 県　央

山鹿市 県北東

11 1210
熊本市託麻 同時開催

「自分の可能性をなめるな!」
宮崎市倫理法人会　会長
みやざき中央新聞
編集長 水谷 謹人 氏

熊本東 県北東

「一生懸命はカッコイイ!」
 を実践する学校経営
熊本市倫理法人会　会員
熊本市立千原台高等学校
校長 南　 弘一 氏

熊本東 県北東

菊池合志 県北東 熊本市 県　央

荒尾市 県北東
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「謙虚に学ぶ」

寺﨑 晃嘉 氏
法人スーパーバイザー
㈱創研  代表取締役会長

「受け止め方が未来を創る」

古川 恭司 氏
筑後倫理法人会　事務長
NPO法人 武道アカデミー
理事長

「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

「水素のすごい力」

赤木 純児 氏

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

「倫理実践の対象」

鶴川 宗弘 氏
九州・沖縄方面
担当研究員

「倫理実践中!」

豊田 昌裕 氏
八代市倫理法人会　会長
㈱豊田工業所
代表取締役

水前寺 ＷＥＢ

熊本市西 県　央
「熊本を楽しく応援したい」
熊本市西倫理法人会　広報副委員長
（同）熊本楽援隊
代表社員 石原　 健 氏

山鹿市 県北東

熊本市西 県　央
「まっすぐ進む」
熊本市西倫理法人会　女性委員長
SAMAR
代表 菊池 順子 氏

「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

「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

「９歳の私と倫理指導」
法人レクチャラー
福岡中央地区　副地区長
㈲アサム　代表取締役 平川 雅樹 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

「私の心の太陽」

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

「経営と倫理　Part２」

熊本市西倫理法人会　専任幹事
㈱B-Produce
代表取締役 島村 鉄兵 氏

「心ひとつ」

九州・沖縄方面
方面長 那須　 隆 氏

「すべては光る」

阿　蘇 県北東

「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

「2020年富士研体験記」
熊本北倫理法人会　朝礼副委員長
いけざわこどもクリニック
看護婦長 池澤 千恵子 氏

「実践がすべて」
熊本県倫理法人会　相談役
㈱藤永組　会長 藤永 勝利 氏

玉名南 同時開催

「苦難福門（困ったところに活路あり）」
法人レクチャラー　大分市倫理法人会  副会長
ゴードービジネスマシン㈱
代表取締役 小野 敬一 氏

会員スピーチ

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

「つながる」
法人レクチャラー　沖縄県倫理法人会
中北部地区長
（同）サンサン  代表社員
　

城間　 一 氏

玉名南 同時開催

「倫理の学びで救われた我人生」
法人レクチャラー  福岡県倫理法人会  副幹事長
㈱三和アドバンス
代表取締役 川邉 利彦 氏

5/31
休 会

休 会

開催予定

休 会

休 会

開催予定

開催予定

※玉名は玉名会員のみ

「富士研体験報告」
熊本市倫理法人会 幹事 山下 慶一郎 氏

福島 雄介 氏　内山 貴博 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

「未定」

※Web配信準備中
　決まり次第お知らせします
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　決まり次第お知らせします
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※Web配信準備中
　決まり次第お知らせします


