
法人レクチャラー　大分南倫理法人会　副会長
栗林公認会計士事務所 栗林 栄太 氏

7/6㈪ ●経営者の集い
　 （荒尾市倫理法人会）

「目標の設定と実現 ～ホノルルマラソン
　コンプリート（但し、タイム以外）」

法人レクチャラー　大分県倫理法人会　副幹事長
㈱ミカサ　代表取締役 三笠 雅子 氏

7/8㈬

場所：玉名市天水市民センター　18:30～19:30

場所：ホテルヴェルデ　19:00～20:00

●経営者の集い
　 （玉名南倫理法人会）

「今こそ出発点」

法人レクチャラー　大分県倫理法人会　幹事長
㈲サクセス・クリーン
代表取締役 宮瀬 知洋 氏

7/8㈬ ●経営者の集い
　 （阿蘇倫理法人会）

法人レクチャラー　福岡県倫理法人会　副会長
㈱桐明組 桐明 和久 氏

7/10㈮

場所：菊南温泉ユウベルホテル
　　　３F　ザ・テラスルーム

場所：阿蘇の司ビラパークホテル　18:30～20:30

●経営者の集い
　 （熊本北倫理法人会）

「倫理との出会いに感謝」

「突然の継承」

海の日 スポーツの日23

７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 県
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＊阿蘇倫理法人会
　 ７月２・30日の会場が赤水公民館へ変更となりました。7/1 金 土
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熊本市 県　央

「子供達の目が輝いた」
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　熊本駅前看護リハビリ
テーション学院　副学校長 菊池 仁美 氏

「受けて起つ」
法人スーパーバイザー
㈱岩田組
代表取締役  副社長 岩田 三千生 氏

熊本市託麻 県　央

県北東

熊本市託麻 県　央

荒尾市 県北東

熊本北 県　央

玉　名 県北東
「100年時代を生ききる」
熊本市倫理法人会　普及拡大委員長
日本生命保険（相）組織リーダー島尻 順子 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

熊本北 県　央

玉　名 県北東
「幸せは自分の心が決める」
山鹿市倫理法人会　会長
㈲セイデン
取締役 川上 とし江 氏

熊本北 県　央

熊本市西 県　央
「倫理と出会って Ⅱ」
法人レクチャラー  大分県別府市倫理法人会 会長
㈱しんらい保険サービス
代表取締役 髙橋 秀臣 氏

「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

阿　蘇 県北東

熊本市西 県　央

阿　蘇 県北東

阿　蘇 県北東

法人レクチャラー 大分県倫理法人会 幹事長
㈲サクセス・クリーン
代表取締役 宮瀬 知洋 氏

「富士研での気づき」

28
熊本市 県　央

山鹿市 県北東

9 108
熊本市託麻 県　央

「乳がんを経験した看護師の新たなチャレンジ‼
　～がんが私にくれたものキャンサーギフト～」
AIM 西口 富士乃 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
「儲かっている会社と儲かっていない会社
  ～倫理は実は儲かる！！！」

栗林 栄太 氏
法人レクチャラー 大分南倫理法人会 副会長
栗林公認会計士事務所

「『一生懸命はカッコイイ』を実践する学校経営」

南 　弘一 氏
熊本市倫理法人会　会員
熊本市立千原台高等学校 校長

「純情苦難の果てに得たもの」

梶原 博司 氏
法人レクチャラー 福岡県倫理法人会 朝礼委員長
福岡メッキ技研工業㈱　
代表取締役　

「倫理に学ぶ」

山中 重子 氏
玉名倫理法人会　会長
㈱ライフコーポレーション　
代表取締役　

「今を生きる」

平井 郁惠 氏

人吉市倫理法人会　会長
（医）平井整形外科リハビリテーションクリニック 
副理事長　

熊本市西 県　央
「運命自招」
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

山鹿市 県北東

熊本市西 県　央
「印章の心と御縁」
荒木桃園　代表

荒木 由美 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

「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

「足下の実践」
九州・沖縄方面
副方面長 宇都　 進 氏

「倫理で学んだこと」
熊本県倫理法人会　モーニングセミナー委員長
㈲ CAM建築設計事務所 宮村 陶太 氏

山鹿市 県北東
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熊本市西 県　央

「私の心の太陽」
宇土市準倫理法人会　会長
日出ショー　代表 河副 日出海 氏

熊本市中央倫理法人会　女性委員長
㈱ウッドランドパス
代表取締役 荒木 周子 氏

「人生全て自己責任（笑）」

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　
常任理事・看護師長 池澤 千恵子 氏

「あなたの夢は何ですか？」
  ～終わりから考える～

阿　蘇 県北東

「富士研での気づきと実践」
福岡市東倫理法人会　専任幹事
ロハス・ライフ㈱
代表取締役 井手口 浩士 氏

「折節の記」
法人アドバイザー  熊本県倫理法人会  相談役
㈱岩永組
取締役会長 岩永 研一 氏

「倫理の実践による気づき」
法人レクチャラー 
福岡県倫理法人会  副会長
㈱桐明組 桐明 和久 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

「小さい時は『鼻たれ小僧』、
 今は73歳で『医師会髄一のお洒落紳士』」
熊本市倫理法人会　相談役
（医）牧野皮膚科医院  理事長 牧野 良造 氏

「私の心の太陽」
宇土市準倫理法人会　会長
日出ショー　代表 河副 日出海 氏

「カネ・カニ・カミ栞はトリセツ」
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

6/28

休 会 休 会

休 会

祝日の為  休会

玉名南 県北東

「倫理実践で本を忘れず」
法人レクチャラー　大分県倫理法人会
副幹事長　㈱ミカサ
代表取締役 三笠 雅子 氏

玉名南 県北東

「即行人生」
熊本市倫理法人会　青年委員長
CAMP & CAFÉ
ROUTE 61　代表 福島 雄介 氏

玉名南 県北東

「変化を楽しむ」
浦田ゆみこ事務所
代表 浦田 祐三子 氏

玉名南 県北東

「今僕が倫理をすすめるわけ」　
熊本市南倫理法人会　MS委員長
マツダトータルソリューションズ㈱　
専務取締役 北里 隆明 氏

水前寺 県　央

「富士研とこの１年の学びの成果」　
熊本市倫理法人会　MS委員長
㈱日本創生慶
代表取締役 山下 慶一郎 氏

水前寺 県　央

「私の人生理念」　
熊本市西倫理法人会　広報委員長
㈱住管理システム
代表取締役 野田 浩平 氏

水前寺 県　央

水前寺 県　央
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阿　蘇 県北東
「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

「絵本は自分の心を映し出す鏡」
玉名倫理法人会　女性副委員長
㈱ありす　代表取締役
フレンチレストラン　オーナー 武岡 寿美 氏

玉名南 県北東

「心のケア～コロナ第２波に備えて～」　
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

「朝起きは繁栄の第一歩
 コロナウィルス禍を「ハイ!」と受けて」
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

「本（もと）とつながり、世界とツナがる」
札幌白石倫理法人会　副事務長
I・k・e ㈱
代表取締役

マグロともかず  
（村上 智一） 氏

熊本東 県北東
「富士研からの学び」
熊本東倫理法人会　専任幹事
九州の大自然しらき  代表 冨岡 洋三 氏

熊本東 県北東
「経営者ではない僕が倫理を学ぶとこうなる」
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

九州・沖縄方面長

那須　 隆 氏

熊本東 県北東
「すべては光」※ DVD鑑賞
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熊本市託麻 県　央
「万境順応（ばんきょうじゅんのう）」
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

18:30～19:30

法人レクチャラー  福岡県倫理法人会  朝礼委員長
福岡メッキ技研工業㈱
代表取締役 梶原 博司 氏

7/13㈪ ●経営者の集い
　 （熊本市倫理法人会）

法人レクチャラー　大分県別府市倫理法人会　会長
㈱しんらい保険サービス
代表取締役 髙橋 秀臣 氏

7/14㈫

場所：別所琴平神社　18:30～19:30

場所：水前寺共済会館グレーシア　18:30～19:30

●経営者の集い
　 （熊本市西倫理法人会）

「倫理と出会って　I」

「倫理と経営苦難」

「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

「商工会議所の果たす役割と使命」

高木 洋一 氏
荒尾市倫理法人会　会員
荒尾商工会議所　会頭
高木石油㈱　代表取締役

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


