
9/28 9/29 9/30

22

10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　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

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　ＷＥＢ

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
東

山鹿市会場：富士ホテル　山鹿市昭和町506　WEB
玉名会場：玉名高等職業訓練校　玉名市玉名2079　WEB
玉名南会場：パレセランKOZAKI　玉名市天水町小天7232
　　　　　　ＷＥＢ
荒尾市会場：ホテルヴェルデ　荒尾市本井手1584-24
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熊本市託麻 県　央熊本市 県　央
「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 江藤 長利 氏

荒尾市 県　北

玉　名 WEB・会場

「私を成長させてくれたもの」
玉名倫理法人会　青年委員長
㈲ライフケア
副統括部長 宗　 紘史 氏

江藤 長利 氏

「捨てるから進める」
法人スーパーバイザー　鹿児島中央倫理法人会
相談役　㈱岩田組
代表取締役副社長 岩田 三千生 氏

熊本北 県　央

玉　名 WEB・会場

「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

熊本北 県　央

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

光永 誠司 氏

「『栞』から学ぶ」
九州沖縄副方面長

宇都　 進 氏

「一生勉強」
熊本市西倫理法人会　研修委員長
優光社 　　松永 猛詞 氏

熊本市西 県　央

阿　蘇 県　東

阿　蘇 県　東
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山鹿市 県　北

熊本市託麻 県　央

菊池合志 県　東

「役に徹して７年目」

藤永 和広 氏
熊本県倫理法人会　幹事長
㈱藤永組　
代表取締役

熊本市西 県　央
「なぜ私がこの事業をやるべきなのか？」
熊本市南倫理法人会　会員
NPO法人 スポーツクラブ
エスペランサ熊本  理事

「平石元気力発電所、今日もバリバリ稼働中!」
福岡県大野城市倫理法人会　副専任幹事・
普及拡大委員長
㈲平石土木　代表取締役 平石 洋介 氏

「私達中小企業から始める 社会保障費の削減対策」

「カネ、カニ、カミ 絶望から希望へ」
法人アドバイザー　熊本県倫理法人会　相談役
おがたフードサービス㈲             
代表取締役社長 緒方 一義 氏

山鹿市倫理法人会　会員
㈱ KDS菊池自動車学校
代表取締役 永田 佳子 氏

「私が今考えていること。」
山鹿市倫理法人会    朝礼委員長
㈱工芸社・ハヤタ
常務取締役 早田 政男 氏

山鹿市 県　北
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熊本市西 県　央

熊本市託麻倫理法人会　ＭＳ委員長
第一生命保険㈱

永田 浩美 氏

「母の愛」

熊本市中央倫理法人会　朝礼委員長
㈱サポート
取締役 梅田 竜嗣 氏

「先人たちの知恵を
 　未来の子供たちにつなぐ」

菊池合志倫理法人会
役員一同

「令和３年度所信表明」
阿　蘇 県　東

玉　名 WEB・会場

「倫理のおかげ」
熊本県倫理法人会　青年委員長
㈲日進塗工
代表取締役　 市原 功一朗 氏

熊本北 県　央
「失って気づく様々な事」
人吉市倫理法人会　相談役
医）平井整形外科リハビリ
テーションクリニック 副理事長平井 郁惠 氏
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玉　名 WEB・会場

「尊己及人  ～教育・経営・政治」
山鹿市倫理法人会　会長
山鹿市議会議員 立山 大二朗 氏

熊本北 県　央
「地球倫理の推進」
法人スーパーバイザー　鹿児島中央倫理法人会
相談役　㈱岩田組
代表取締役副社長 岩田 三千生 氏

「自ら変われば、周囲が変わる」
熊本北倫理法人会
医療法人いけざわ
こどもクリニック  院長 池澤　 滋 氏

玉　名 WEB・会場

熊本北 県　央
「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
代表取締役 市原 功一朗 氏

「平石元気力発電所、今日もバリバリ稼働中!」
大野城市倫理法人会　副専任幹事
㈲平石土木
代表取締役 平石 洋介 氏

「今やる勇気」
九州・沖縄方面　方面長

那須　 隆 氏

「日々好日」
荒尾市倫理法人会  専任幹事
㈲橋本建設　代表取締役 門田 保則 氏

「アフターコロナは地方が主役に!
 ～倫理や先人の教えで、村を経営する～」
阿蘇倫理法人会　青年委員長
南阿蘇村村議会議員 太田 吉浩 氏

9/27

５週目の為　休会

５週目の為　休会

休会

玉名南 WEB・会場

「ボウリングが教えてくれたこと」
フジクラプレシジョン㈱
社員 今井 双葉 氏

中西 康成 氏

玉名南 WEB・会場

「幸せは健康から」
玉名倫理法人会　会長
㈲松本運送  代表取締役 松本 眞二 氏

玉名南 WEB・会場

「倫理の学びと実践」　
法人スーパーバイザー
鹿児島県倫理法人会　相談役
㈲天野電装　代表取締役

天野 純一 氏

宮本 清香 氏

橋口 華英 氏

水前寺 WEB・会場

「倫理で見える危機管理とリスク管理」　
水前寺倫理法人会　広報委員長
㈱新興測量設計
代表取締役 石原 健二 氏

「自分の魅力についての理解」　
熊本市倫理法人会　専任幹事
㈲サン・エス保険
常務取締役 白石 智也 氏

水前寺 WEB・会場

水前寺 WEB・会場

29
阿　蘇 県　東
「倫理を学んで」
熊本東倫理法人会　会員
グランツ㈱
代表取締役 吉田 秋正 氏

玉名南 WEB・会場

水前寺 WEB・会場

関東甲信越方面　方面長

宮内 秀樹 氏

熊本東 DVD鑑賞

「実践を見つめ直す」

「日本47都道府県＆海外42か国、地域北朝鮮
まで放浪した、O型Rh（－）のどさんこ（道産子）」
長野大学  企業情報学部
教授 山西 敏博 氏

荒尾市倫理法人会　相談役
小代焼  ふもと窯  代表 井上 泰秋 氏

熊本東 WEB・会場

「念ずれば花ひらく」

熊本市託麻 県　央
「今やる勇気」
九州・沖縄方面　方面長

那須　 隆 氏

熊本市南倫理法人会　会員
NPO法人 スポーツクラブ
エスペランサ熊本  総監督 光永 誠司 氏

熊本東 WEB・会場

「未来の熊本を担う」

熊本市託麻
「自分の命を守る理由」
命を守る大切さを語りつなぐ
代表 三浦　 浩 氏

法人レクチャラー　熊本東倫理法人会  監査
熊本中央リース㈱
取締役会長 永島 賢治 氏

熊本東 WEB・会場

「倫理と身の丈経営」
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熊本市託麻 県　央
「信成万事：信じるとは…」
玉名南倫理法人会　副会長
㈱玉名サンクリーン
専務取締役 大城戸 ますみ 氏

熊本東 県　東

「『人』を輝かせる人事と働き方
   ～自分理解　相手理解～」

江島 文子 氏B-G raine　代表

荒尾市 県　北
「謙虚に学ぶ」

寺崎 晃嘉 氏
法人スーパーバイザー
㈱創研
代表取締役会長

「人生で一番大事なもの」

本武 三郎 氏
熊本市倫理法人会　会員
㈱ブルーアース　代表取締役

「人生神劇－この言葉をかみしめて生きる－」

高原 朗子 氏

福岡市倫理法人会　会員
福岡発達障害療育研究所　所長
社会福祉法人玄洋会
やまと更生センター  施設長

熊本市 県　央
「人間通 －人の心をつかむ」

戸田 徹男 氏
名誉研究員

阿　蘇 県　東

「なぜ純粋倫理を学ぶのか」　
理事　研修室室長

玉名南 WEB・会場

「多言語コミュニケーション」／
「出会いと行動によって造られた私の人生」　
水前寺倫理法人会　女性副委員長
コトバ―（KOTOVAR)
代表
水前寺倫理法人会　会員
ブリリアントブリッジワールドトレーディング
代表

水前寺 WEB・会場

熊本市 県　央

荒尾市 県　北

「テラバル『ENJOY!』経営」

片桐 英夫 氏
㈱寺原自動車学校　
代表取締役社長

「私が倫理に出会って感じたこと」

髙木 将希 氏
熊本県倫理法人会　事務長
㈱あんしんネット

菊池合志 県　東
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城北高等学校　校長

竹原 英治 氏

「自分をつくる『志』をつくる」
菊池合志 県　東

「おもしろきこともなき世をおもしろく」／
「意思と流れの選択 ～流れを大事に～」
熊本西倫理法人会　副事務長
㈱Re-Gloss　代表取締役
熊本西倫理法人会　女性委員長
㈱Re-Gloss　取締役

千原 英樹 氏
千原 由美子 氏

「こころ豊かに生きる」／「倫理の力」
玉名南倫理法人会　事務長
㈲英設計　専務取締役
玉名南倫理法人会　朝礼委員長
九電工労組 熊本支部　執行委員長

楠本 砂恵 氏
坂本 圭一朗 氏

県　央

＊菊池合志倫理法人会
　　10月 5・12日の会場が
　　菊南温泉ユウベルホテルへ
　　変更となりました。

10月 5日の会場が
菊南温泉ユウベルホテルへ
変更となりました。

10月12日の会場が
菊南温泉ユウベルホテルへ
変更となりました。


