
元日

成人の日

１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　ＷＥＢ
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：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：赤水公民館　阿蘇市赤水920-16  WEB

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　2021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

県
北

県
央

＊阿蘇倫理法人会
　 １月の会場が赤水公民館へ変更となりました。
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熊本市託麻 WEB・会場熊本市 県　央
「活力朝礼でひと儲け!」
法人レクチャラー　山口県倫理法人会
副会長　㈱モトクロス
代表取締役 松永 秀夫 氏

荒尾市 県　北

玉　名 WEB・会場

玉　名 WEB・会場

熊本北 WEB・会場

熊本市西 ＷＥＢ
「ワクワク・ドキドキッ !明朗は全ての特効薬」
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

　西田 義伸 氏

熊本市西 ＷＥＢ

阿　蘇 WEB・会場

阿　蘇 WEB・会場
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山鹿市 県　北菊池合志 県　東

「カネ、カニ、カミ絶望から希望に」

熊本市西 ＷＥＢ
「倫理を学ぶ者として」
熊本県倫理法人会　県央副地区長
西田硝子㈱
代表取締役

「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

「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

山鹿市 県　北
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熊本市西 ＷＥＢ

㈱ハイコム
代表取締役社長 甲斐 大童 氏

「承継して取り組んだこと」

法人スーパーバイザー
㈱Coach 喜働
専務取締役 塩川 哲郎 氏

「自己革新は家庭から」

㈲渡辺商店
代表取締役 渡辺 義文 氏

「畑からはじまる商品づくり」
 ～あたりまえの事ができない社会～

阿　蘇 WEB・会場

玉　名 WEB・会場

「『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
マックスジェイティ㈱
代表取締役 城戸 雄生 氏

熊本北 WEB・会場

「人生神劇 ～ジッセンノカタチ～」
法人レクチャラー  福岡県つくし倫理法人会  相談役
ともえカイロプラティック
代表 吉田 友恵 氏

「ふるさと愛」
玉名市議会議員

吉田 憲司 氏

熊本北 WEB・会場

「会長職３年目…笑う門には福来たる」
法人レクチャラー
熊本市西倫理法人会　会長
別所琴平神社 藤岡 久子 氏

「人格形成と人間力」
玉名倫理法人会　幹事
パブリックサポート㈱
部長 長瀬 浩司 氏

熊本北 WEB・会場

「倫理で学んでいる事」
人吉市倫理法人会　青年・女性委員長
ドリームエレナ
代表取締役 地下 奈々 氏

玉　名 WEB・会場

鶴川 宗弘 氏

「倫理経営とは」
九州・沖縄方面
担当研究員

熊本北 WEB・会場

「私はステップアップする!」
熊本北倫理法人会
シホ・サンフラワー
代表 井手 志保 氏

「自分が変わると、周囲が変わる」
熊本北倫理法人会　会員
医療法人いけざわこども
クリニック  院長・理事長 池澤　 滋 氏

年頭式

「倫理で変わる」
法人アドバイザー
㈱宇都組・みやこ興産㈱
取締役会長 宇都 要一 氏

12/27

新年の抱負
玉名南倫理法人会　役員

玉名南 WEB・会場

「主婦が市議会議員になるまで」
玉名倫理法人会　専任幹事
吉田真樹子事務所
市議会議員 吉田 真樹子 氏

玉名南 WEB・会場

「言葉は運命を左右し人生は言葉に出した通りになる」
㈱アジュール
代表取締役 黒木 俊吉 氏

「母の愛」
熊本市託麻倫理法人会　MS委員長
第一生命保険㈱
会社員 永田 浩美 氏

「人生は出会い…古希を迎えて」
玉名南倫理法人会　会員
㈱ＳＯ工房
代表取締役 立花 康行 氏

玉名南 WEB・会場

「戦国武将に学ぶ単会の在り方」　
熊本市中央倫理法人会　会長
かどおか歯科医院
院長 角岡 秀昭 氏

水前寺 県　央

「想いを結ぶ」　
水前寺倫理法人会　青年副委員長
銀杏開発㈱
代表取締役 村田 智仁 氏

「信念としての倫理経営」　
名誉専任研究員

川又 久万 氏

水前寺 県　央

「無人機（ドローン）で
　極地（南極・敦煌）観測作業」　
スカイリモート

岡部 和夫 氏

水前寺 県　央
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阿　蘇 WEB・会場

玉名南 WEB・会場

水前寺 県　央

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

熊本東 WEB・会場

「明朗は、生活の特効薬、最幸です!」

29 30
熊本市託麻 WEB・会場

「ハングリー精神から利他の精神へ」
宇都宮南倫理法人会　会員
㈲アップライジング
代表取締役社長 齋藤 幸一 氏

玉　名 WEB・会場

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　看護師長 池澤 千恵子 氏

熊本東 WEB・会場

「『恩の遡源』～富士研での気付き～」

熊本市託麻 WEB・会場

「『栞』から学ぶ」

熊本市託麻 WEB・会場

「この坂を上れば希望がある」
学校法人　松浦学園
城北高等学校　校長 竹原 英治 氏

熊本東 WEB・会場

熊本市託麻 ＷＥＢ
「謹賀新年 ～セブ島で明朗を学ぶ～」
東京都練馬区倫理法人会
会員 有本　 恵 氏

熊本東 WEB・会場

九州・沖縄方面
副方面長 宇都　 進 氏

熊本東 WEB・会場

教育業務部　主席

木村 英夫 氏

「変わる人」

熊本市 県　央

荒尾市 県　北

「役をうけてみて」

内田 英一 氏
熊本市倫理法人会　会長
㈲内田漁具店
取締役

決意発表
荒尾市倫理法人会　役員・会員

荒尾市 県　北

緒方 一義 氏
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

「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 県　央

荒尾市 県　北

「倫理での仲間作り＝会社経営」
法人レクチャラー　大分県倫理法人会
MS委員長
㈲ケンズ　代表 　山本 健三 氏

「くまもと家庭教育支援条例」
熊本市西倫理法人会　顧問
橋口海平事務所
代表 　橋口 海平 氏

「天職」

髙見 睦代 氏
熊本市南倫理法人会　会長
長迫木材㈲
代表取締役

「熊本県政の課題と展望」

内野 幸喜 氏
熊本県議会議員

「活力朝礼は繁栄の源」

大津 正和 氏
法人アドバイザー
㈱紙資源
代表取締役

「倫理の学びと実践」

天野 純一 氏
法人ＳＶ  鹿児島県倫理法人会  相談役
㈲天野電装
代表取締役

菊池合志 県　東
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菊池合志 県　東

法人レクチャラー
大分県倫理法人会　MS委員長
㈲ケンズ　代表　

1/19㈫

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）

山本 健三 氏

「経営者として役職者として
　　　　　　 演じ続ける事」

宇都宮南倫理法人会　会員
㈲アップライジング
代表取締役社長

1/28㈭

場所：キャロッピア
　　　19:00～20:00

● 特別ナイトセミナー
    （熊本市託麻倫理法人会）

齋藤 幸一 氏

「人間力経営
　アップライジングの軌跡」


