
昭和の日

４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　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　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
　　　　　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　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
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熊本市託麻 WEB・会場熊本市 県　央
「『苦難の対処法!』ザ倫理実践」
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

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・会場

「技術屋として倫理と向き合う」～反始慎終～
熊本市託麻倫理法人会　専任幹事
㈱アルファーシステム
サービス　専務 　伊波 啓太 氏

熊本市西 WEB・会場

阿　蘇 WEB・会場

阿　蘇 WEB・会場

「みんなの夢実現プロジェクトから」

熊本県倫理法人会　副会長
井手税理士・総合会計事務所
代表取締役 井手 庸文 氏

熊本県合志市教育委員会
教育長 中島 栄治 氏

「苦難福門」／「明朗な心」
法人アドバイザー
㈱サンキ　代表取締役
法人レクチャラー
㈱和光産業
代表取締役

森脇 慎一 氏

児玉 雄二 氏

「継続は力、私の実践」／「私の失敗談」
法人アドバイザー
サトウ自動車工業
代表取締役
法人レクチャラー
㈲プレインウッドコーポレーション
代表取締役

佐藤 光央 氏

渡邊 紀弘 氏

「人は人のために生きてこそ人」
ボランティア仲間九州ラーメン党
理事長 濱田 龍郎 氏

「インターンシップ生の就活支援」

阿　蘇 WEB・会場

玉　名 WEB・会場

熊本北 WEB・会場

玉　名 WEB・会場

北本 将幸 氏

「ともに生きる」
玉名市議会議員

小山内  稔 氏

「縁（えにし）」
菊池合志倫理法人会　会長
暉翔　代表

熊本北 WEB・会場

「会長職を拝命して」
人吉市倫理法人会　会長
㈲アート広告社
代表取締役 梅田　 勇 氏

「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
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玉名南 WEB・会場

「栞は人生をより豊かにする羅針盤」
法人レクチャラー  大分県倫理法人会  相談役
（同） 矢野商店
代表取締役 矢野 雅則 氏

「純情（すなお）に生きる」
法人レクチャラー  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

玉名南 WEB・会場

玉名南 WEB・会場

「なにがなんでも自分に生きる」　
指なし筆師
ごわすさん 横田 久世 氏

水前寺 WEB・会場

「倫理は『心』のパスポート」　
水前寺倫理法人会　MS副委員長
バトン合同会社
代表社員 荒田 晃慎 氏

水前寺 WEB・会場

8
阿　蘇 WEB・会場

「今日も明るく前向きに!」
八代市倫理法人会　MS委員長
やつしろおもて㈱
代表 石本 博之 氏

「我が命の根源（もと）」
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

「倫理実践で起きた富士研の奇跡」
久留米市倫理法人会　MS委員長
みらい蘇生㈱ 木下　 誠 氏

「心輝一転」
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

玉名南 WEB・会場

水前寺 WEB・会場

「還暦を迎えるにあたって」　
水前寺倫理法人会　研修委員長
のあ不動産企画㈱
代表取締役 荒木 頼信 氏

水前寺 WEB・会場

29
阿　蘇 WEB・会場

「親子三代リレー講話」
法人レクチャラー  熊本市西倫理法人会
相談役　西田硝子㈱ 西田 紀雄 氏

玉名南 WEB・会場

水前寺 WEB・会場

熊本東 WEB・会場

熊本市託麻 WEB・会場

熊本市託麻 WEB・会場

「年商７倍、一億円苺農家の原動力は倫理の原理原則にあり」
柳川・大川倫理法人会　研修委員長
㈱楽農ファームたけした
代表取締役 武下 浩紹 氏

熊本東 WEB・会場

熊本市託麻 WEB・会場

「実践力を磨く（山本式）」
熊本東倫理法人会　相談役
行政書士
山本孝二事務所 山本 孝二 氏

熊本東 WEB・会場

人吉市倫理法人会　会員
㈲木の花
代表取締役 元村 久美 氏

「実践が人生をつくる」

「熊本地震を知る」
天草市立御所浦白亜紀資料館
館長 長谷 義隆 氏

熊本東 WEB・会場

熊本北倫理法人会　朝礼副委員長
（医）いけざわこども
クリニック　看護師長 池澤 千恵子 氏

「『恩の遡源』～富士研での気付き～」

30
熊本市託麻 WEB・会場

「聴く実践が効く」
法人スーパーバイザー
㈱福岡工務店
代表取締役 福岡 敬貢 氏

熊本東 WEB・会場

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

「意味づけ力」
法人レクチャラー  久留米市南倫理法人会  相談役
㈲あねがわOAシステム　
代表取締役 姉川 敏信 氏

「倫理と共に36年」－全てを受入れる心－

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 緒方 一義 氏

「カネ、カニ、カミ、絶望から希望に」

楠本 砂恵 氏

「穏やかに生きる」
玉名南倫理法人会　事務長
㈲英設計
専務取締役

熊本北 WEB・会場

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

「戦国武将に学ぶ単会の在り方」

熊本県倫理法人会　県東地区長
阿蘇動物病院　副院長 小嶋 維男 氏

「出会いに感謝・倫理に感謝・地区長を拝命して」

「縁ありて花ひらき、恩ありて実を結ぶ」
法人局　顧問
㈱芝寿し
代表取締役会長 　梶谷 晋弘 氏

「生誕30周年のターニングポイント」
熊本市南倫理法人会　普及拡大副委員長
㈱エコファクトリー 　村上 尊由 氏

山鹿市 県　北

熊本市西 WEB・会場

「今、僕が倫理をやる理由」
熊本市南倫理法人会　専任幹事
マツダトータルソリューションズ㈱
代表取締役  北里 隆明 氏

熊本市 県　央

荒尾市 県　北

「弱さを自覚し精進し続ける」

河﨑 由紀夫 氏
熊本市倫理法人会  モーニングセミナー副委員長
（同）瑞穂恒産
代表社員

「原点回帰 ～最初の一歩・最後の一歩～」

中西 通夫 氏
法人スーパーバイザー
㈱中西工藝
代表取締役

「これまでの人生を振り返って思うこと」

中嶋 憲正 氏
山鹿市倫理法人会　顧問
元山鹿市長

「『恩の遡源』～富士研での気付き～」

池澤 千恵子 氏
熊本北倫理法人会　朝礼副委員長
（医）いけざわこども
クリニック　看護師長

荒尾市 県　北

「倫理活動でみつけたもの」

吉見 和晃 氏
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会
県南副地区長
吉見自動車　代表者

「熊本県政の課題と展望」

内野 幸喜 氏
熊本県議会議員

菊池合志 県　東

菊池合志 県　東

早田 順一 氏
山鹿市倫理法人会　会員
山鹿市長

「新市長になっての思い」

川﨑 隆男 氏
熊本県倫理法人会　副会長
㈱エイジス
代表取締役

「ピンチはチャンス」

岡崎 源次 氏
熊本北倫理法人会　相談役
シュテルン熊本㈱
相談役　

「『藤井  計吾』 に学ぶ」

法人レクチャラー
久留米市南倫理法人会　相談役
㈲あねがわOAシステム
代表取締役

4/2㈮

場所：菊南温泉  ユウベルホテル
　　　別館2F KIZUNA   18:30～19:30

● 経営者の集い
    （熊本北倫理法人会）

姉川 敏信 氏

「倫理と共に36年」
－支払日人生で一番楽しい日－

法人レクチャラー
大分県倫理法人会　相談役
（同）矢野商店
代表取締役

4/14㈬

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）

矢野 雅則 氏

「根を養えば、
　　樹は自ずから育つ」

菊池合志 県　東 熊本市 県　央 山鹿市 県　北
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熊本市西 WEB・会場荒尾市 県　北
「倫理と出会って」

川﨑 祐一朗 氏
八代市倫理法人会　専任幹事
栄幸㈱
代表取締役

「マメに生きる。」/「実験倫理」
理事  山形県倫理法人会  相談役　
㈱でん六  代表取締役社長
法人レクチャラー  福岡県倫理法人会  幹事長
北九州市中央倫理法人会所属
㈱三幸工業  代表取締役

鈴木 隆一 氏
植木 秀人 氏

「喜びの人生を創造する」/「モーニングセミナーは宝の山」
関東・甲信越方面　研究員
法人レクチャラー
兵庫県倫理法人会　副会長
㈲ミスターハマ　取締役会長

山下 幸平 氏
濱田　 隆 氏

「支払日人生で一番楽しい日」/「単会会長時代のコラム集」
法人アドバイザー　
㈱五十嵐商会　会長
大分県倫理法人会　副会長
㈱サークル・ワン  代表取締役

五十嵐 勝昭 氏
一丸 敏雄 氏

「～恩返し・恩送り～」/「父子の仲」
法人アドバイザー　
㈲岩鮨　代表取締役会長
法人レクチャラー  大分県県北地区地区長
中信不動産㈲　代表取締役

伊藤 俊郎 氏
瀬口 詠一郎 氏

「信じる力」/「全てが必要なコト。」
名誉研究員
法人レクチャラー
沖縄県中部倫理法人会  相談役
㈲スキップヒューマンワーク
代表取締役社長

徳江 秀雄 氏

喜納 康光 氏
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