
文化の日

勤労感謝の日 26

11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
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　ＷＥＢ

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
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 WEB・会場熊本市 県　央
「自分を磨く」
法人レクチャラー　福岡県倫理法人会
副幹事長　OLICE合同会社
代表社員 永杉 貴司 氏

玉　名 WEB・会場

「真冬の禊で気づいたハイ!の実践の意味」
法人レクチャラー  奄美倫理法人会 広報委員長
一般社団法人シンクロプラス  
代表理事 友野 秀樹 氏

白石 智也 氏

「心のままに」
熊本市西倫理法人会　普及拡大委員長
㈱Ｂ-produce
代表取締役 島村 鉄兵 氏

熊本北 県　央

玉　名 WEB・会場

「自分の魅力について考える」
熊本市倫理法人会　専任幹事
㈲サン・エス保険
常務取締役

熊本北 県　央

熊本市西 WEB・会場

「事実はひとつ」
法人レクチャラー　福岡県北九州西地区長
マサジアートギャラリー 其田 寿枝 氏

西田 紀雄 氏

「40年間の倫理活動の実践を通して学んだ事 !」
熊本市西倫理法人会　相談役
つぼみ瓦工業㈾ 莟　 和弘 氏

熊本市西 WEB・会場

阿　蘇 県　東

阿　蘇 県　東

山鹿市 県　北

熊本市託麻 WEB・会場

菊池合志 県　東

「コロナ禍を追い風に変える倫理経営～運命自招～」

村上 尊宣 氏
法人レクチャラー  熊本県倫理法人会  会長
㈱エコファクトリー
代表取締役社長

熊本市西 WEB・会場

「倫理に感謝～親子３代リレー講話～」
法人レクチャラー　熊本市西倫理法人会
相談役　西田硝子㈱
代表取締役会長

「実践すれば人生が変わる」
法人レクチャラー  北九州西地区 副地区長
㈱クボイ
代表取締役会長 久保井 伸治 氏

「水素ガスの奇跡」

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

玉名南倫理法人会　専任幹事
一心

玉名南倫理法人会　MS委員長
一心

稲田 　豊 氏

稲田 美佳 氏

「夫婦想愛」

九州・沖縄方面
担当研究員 鶴川 宗弘 氏

「倫理経営とは」

法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　会長
㈱エコファクトリー
代表取締役社長 村上 尊宣 氏

「コロナ禍を追い風に変える倫理経営～運命自招～」

玉名倫理法人会　会長
㈲松本運送
代表取締役 松本 眞二 氏

「幸せは健康から」

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

「倫理指導と実践」

県　東

玉　名 WEB・会場

「夢かぎりなく‼125才へ堂々の挑戦」
玉名倫理法人会　会員
㈱東海・竜豪保険
代表取締役会長 木村 和義 氏

熊本北 県　央
「アイスクリームは何故溶けるのか？」
法人レクチャラー  都城市倫理法人会  副会長
ホテル  中山荘
代表取締役 中山 雅和 氏

「コロナ禍を追い風に変える倫理経営～運命自招～」
法人レクチャラー  熊本県倫理法人会  会長
㈱エコファクトリー
代表取締役社長 村上 尊宣 氏

玉　名 WEB・会場

熊本北 県　央
「流れに沿って半世紀」
熊本北倫理法人会　副会長
ハウスギャラリー㈲
代表取締役 本田 睦子 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

「コロナ禍を追い風に変える倫理経営～運命自招～」
法人レクチャラー  熊本県倫理法人会  会長
㈱エコファクトリー
代表取締役社長 村上 尊宣 氏

「親に笑顔を子どもに夢を
 ～不登校から感じた子育てそして親育て～」
菊池合志倫理法人会　幹事
タンカルム　代表 山口 法子 氏

11/1

「倫理の学びで得たもの、なくしたもの」
熊本県倫理法人会　県北地区長
㈱ライフコーポレーション
代表取締役 山中 重子 氏

村上 尊宣 氏

玉名南 WEB・会場

阿　蘇 県　東
「心即太陽～心に太陽を、くちびるに歌を～」
法人レクチャラー　福岡県飯塚倫理法人会
副会長　㈲日本バボルナ
取締役 大村 道子 氏

「私のブルー・オーシャン戦略」
阿蘇倫理法人会　会員
㈱T&G NETWORKS JAPAN
代表取締役 鄭　 永眞 氏

「会長を拝命して～富士研での倫理指導の意味～」
佐賀県小城市倫理法人会　会長
㈱コーディネートスタジオふろしき
代表取締役 高橋 亮子 氏

玉名南 WEB・会場

「知財総合支援窓口紹介及びブランドと商標について」
INPIT 熊本県知財総合支援窓口
窓口支援担当者 吉本 隆夫 氏

玉名南 WEB・会場

水前寺 県　央

「親に笑顔を子どもに夢を」　
菊池合志倫理法人会　普及拡大副委員長
カウンセリングルーム
タン♫カルム　代表 山口 法子 氏

「倫理で学んだこと」　
法人レクチャラー
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

「後継者倫理塾に学ぶ」　
法人レクチャラー
沖縄県倫理法人会　研修委員長
㈱BELLｚ  沖縄支社
取締役 星　 真理 氏

水前寺 県　央

水前寺 県　央

法人レクチャラー  熊本県倫理法人会  会長
㈱エコファクトリー
代表取締役社長 村上 尊宣 氏

熊本東 WEB・会場

「コロナ禍を追い風に変える倫理経営～運命自招～」

「わが身を守る倫理の教え」
北海道倫理法人会　相談役
星澤クッキングスタジオ
代表取締役 星澤 幸子 氏

九州・沖縄方面　副方面長

宇都　 進 氏

熊本東 WEB・会場

「『栞』から学ぶ」

熊本市託麻 WEB・会場

「コロナ禍を追い風に変える倫理経営～運命自招～」
法人レクチャラー  熊本県倫理法人会  会長
㈱エコファクトリー
代表取締役社長 村上 尊宣 氏

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

熊本東 WEB・会場

「私の倫理観」

熊本市託麻
「ギフト」
熊本東倫理法人会　女性委員長
㈱Ｓdi
代表取締役 佐々木 真弓 氏

東海北陸方面　方面長

津隈 亮二 氏

熊本東 DVD鑑賞

「実践の醍醐味」

荒尾市 県　北
「天に貯金を」

三田 敏和 氏
法人レクチャラー　豊前市倫理法人会
相談役　サンファーム

「コロナショックVS倫理経営」

橋之口 茂 氏
熊本東倫理法人会　幹事
阿蘇熊本空港ホテル
エミナース　総支配人

荒尾市 県　北

「『薫化に沁む』　～入会4ケ月、後継者倫理塾
  運営委員として塾生さんと共に」

片島 荷風 氏
玉名南倫理倫理法人　広報委員長
感性のものさし　代表

「意味づけ力」

馬場口 一利 氏
法人レクチャラー  熊本県倫理法人会 後継者倫理塾 運営委員長
㈲正文堂　代表取締役

熊本市 県　央
「出来る・出来ないは解釈、
 やると決意すれば方法は必ず見つかる」

太田 完志 氏
法人レクチャラー  福岡県県南地区副地区長
㈱プリンティングコガ 代表取締役

南部 隼平 氏

山鹿市 県　北菊池合志 県　東

熊本市西 WEB・会場

「スポーツによる地方創生」
熊本市西倫理法人会　幹事
南部隼平  事務所

「禊2000日実践で気付いたこと」
熊本県倫理法人会　幹事長
㈱藤永組
代表取締役社長 藤永 和広 氏

荒尾市 県　北

熊本市 県　央 阿　蘇 県　東

「コロナ禍を追い風に変える倫理経営～運命自招～」
法人レクチャラー  熊本県倫理法人会  会長
㈱エコファクトリー
代表取締役社長

玉名南 WEB・会場

水前寺 県　央

菊池合志 県　東

30
菊池合志 県　東

WEB・会場

法人レクチャラー　福岡県県南地区　副地区長
㈱プリンティングコガ　代表取締役 太田 完志 氏

11/9㈪

場所：水前寺共済会館グレーシア　18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（熊本市倫理法人会）

「信ずれば成り、憂えず諦めない」

法人レクチャラー  豊前市倫理法人会　相談役
サンファーム 三田 敏和 氏

11/9㈪

場所：ホテルヴェルデ　19:00～20:00

● 経営者の集い
　　（荒尾市倫理法人会）

「孫からのおくりもの」

法人レクチャラー　北九州西地区　副地区長
㈱クボイ　代表取締役会長 久保井 伸治 氏

11/10㈫

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）

「魅力ある企業にするには」

福岡県飯塚倫理法人会 副会長
㈲日本バボルナ　取締役 大村 道子 氏

11/11㈬

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）

「経営者の自己改革」

佐賀県小城市倫理法人会　会長
㈱コーディネートスタジオふろしき
代表取締役 高橋 亮子 氏

11/11㈬

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）

「会長を拝命して～笑顔と感謝の実践～」

法人レクチャラー　奄美倫理法人会  広報委員長
一般社団法人シンクロプラス  代表理事 友野 秀樹 氏

11/13㈮

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）

　　～縁には偶然は無い!～  
「柳生家の家訓とシンクロニシティー（意味ある偶然の一致）」　

法人レクチャラー　福岡県北九州西地区長
マサジアートギャラリー 其田 寿枝 氏

11/17㈫

場所：別所琴平神社　18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（熊本市西倫理法人会）

「想いを形に」

法人レクチャラー　沖縄県倫理法人会  研修委員長
㈱BELLｚ  沖縄支社　取締役 星　 真理 氏

11/25㈬

場所：熊本市中央公民館　大会議室　18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（水前寺倫理法人会）

「母をたずねて三千里」

法人レクチャラー　福岡県倫理法人会　副幹事長
OLICE 合同会社　代表社員 永杉　貴司 氏

11/26㈭

場所：キャロッピア　19:00～20:00

● 経営者の集い
　　（熊本市託麻倫理法人会）

「ともかく、やってみる」

法人レクチャラー  都城市倫理法人会　副会長
ホテル  中山荘　代表取締役 中山　雅和 氏

11/27㈮

場所：菊南温泉 ユウベルホテル　18:30～19:30

● 経営者の集い
　　（熊本北倫理法人会）

「私は倫理の劣等生」

祝日の為 休会

祝日のため休会

「コロナ禍を追い風に変える倫理経営～運命自招～」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　会長
㈱エコファクトリー
代表取締役社長 村上 尊宣 氏


