
昭和の日

４月度 モーニングセミナー・行事カレンダー
熊本県倫理法人会　2021年 県

央

県
西

熊本市中央会場：熊本ニュースカイ 熊本市中央区東阿弥陀寺町2番地  WEB 
熊本市南会場：ザ・ニューホテル熊本　熊本市西区春日1丁目13-1　ＷＥＢ

宇城会場：ホテル華月園２F　宇城市松橋町松橋859-1
天草会場：プラザホテル アネックス　天草市太田町16-1
宇土市準会場：上松山コミュニティーセンター　宇土市松山町1752-3　WEB

県
南

八代市会場：八代グランドホテル　八代市旭中央通10-1
　　　　　　WEB
八代中央会場：セレクトロイヤル八代　八代市本町2-1-5
　　　　　　　WEB
八代北会場：八代市商工会２階　八代市鏡町内田460-2

人吉市会場：華の荘　人吉市東間下町字米山3316　WEB

水俣芦北会場：ホテルサンライト　水俣市桜井町３丁目2-31 WEB

球磨会場：多良木町交流館石倉　球磨郡多良木町大字多良木1542-1
            　WEB
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宇　城 県　西

「富士研での気づき」
法人レクチャラー  大分県倫理法人会  普及拡大副委員長
㈲サクセス・クリーンサービス
代表取締役 宮瀬 知洋 氏

「フェアトレードシティー熊本10周年」
ラブランド

明石 祥子 氏

熊本市南 WEB・会場

「我が命の根源（もと）」
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

「私を生きる。」
宇土市老人クラブ連合会
事務局長 浦本 晴美 氏

「信じることから始まる」
熊本市南倫理法人会　会長
長迫木材㈲
代表取締役 髙見 睦代 氏

宇土市準 WEB・会場

八代北 県　南

宇土市準 WEB・会場

八代北 県　南

八代市 WEB・会場

八代市 WEB・会場

八代市 WEB・会場

球　磨 WEB・会場

熊本市中央 WEB・会場

八代中央 WEB・会場

球　磨 WEB・会場

8
八代市 WEB・会場

「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

「コロナ禍での飲食店～栞で心穏やかに～」
熊本市中央倫理法人会　副会長
ボナペティ
専務取締役 橋口 裕次 氏

「苦しむ力」

「心境向上は目覚めから」
法人局  顧問
㈱東納本店
代表取締役 東納 英一 氏

九州・沖縄方面  方面長

那須 　隆 氏

「心即太陽～心ひとつ～」
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

「コロナ禍の中で得たもの」
熊本県北地区長
㈱ライフコーポレーション　
代表取締役  山中 重子 氏

天　草 県　西

宇　城

「好きなことを、続けられるようにする。」
熊本市南倫理法人会　会員
合同会社カタラボ
代表社員 水口 翔平 氏

「矜持はあるか」
研修室研究員

田上 不折 氏

「人生全て自己責任」
熊本市中央倫理法人会　研修委員長
㈱ウッドランドパス
代表取締役 荒木 周子 氏

「倫理は人生の羅針盤」
熊本県南地区長
那須セメント工業㈱　　　　　
代表取締役  那須 一郎 氏

宇　城 県　西
「喜びの人生を創造する」/「倫理経営の輪で地域社会の発展に貢献」
関東・甲信越方面　研究員
法人レクチャラー
愛知県豊田地区長
アンシン建設工業㈱  取締役会長

山下 幸平 氏
原田 信雄 氏

熊本市南 WEB・会場 天　草 県　西
「心は記憶の上のみ存在し、
　記憶によってのみ存在している」
水前寺倫理法人会　会員
㈱アジュール
代表取締役 黒木 俊吉 氏

宇　城 県　西

熊本市南 WEB・会場

「360°人は鏡～カウンセラーになった理由～」
熊本市南倫理法人会　会員
佐藤のりこ心理カウンセラー・
セラピスト　代表 佐藤 のりこ 氏

「倫理の学ぶを深め真心の実践をしょう!」
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

宇　城 県　西

熊本市南 WEB・会場

「人生、冬は必ず春となる」
八代北倫理法人会
㈲カートップ熊本
会長 塚本 　清 氏

「さて、どう生きようか」
玉名倫理法人会　副会長
東洋農産㈱  代表取締役 西川 征樹 氏

印口 八男 氏

球　磨 WEB・会場熊本市中央 WEB・会場

「全てのご縁に感謝」
八代市倫理法人会　普及拡大委員長
㈲クイックシステム・オシグチ
代表取締役

球　磨 WEB・会場

土穴 由美子 氏

「ピンチをチャンスに‼」
熊本県倫理法人会　女性委員長
㈱信誠ハウス
常務取締役

蓑茂 義量 氏

「相良三十三観音について　その２」
郷土歴史家

東納 英一 氏
法人局  顧問
㈱東納本店
代表取締役

「心境向上は目覚めから」

八代中央 WEB・会場

八代中央 WEB・会場

大橋 武司 氏

「万人幸福」なんて贅沢で素晴らしい倫理の教え
法人レクチャラー  熊本県倫理法人会  普及拡大委員長
㈱あおい警備保障
代表取締役

井上 泰秋 氏

「この道ひとすじ」
法人レクチャラー  荒尾市倫理法人会  相談役
小代焼 ふもと窯
代表取締役

永島 賢治 氏

「継続は力なり」
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

馬場口 一利 氏

「意味づけ力」
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
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宇土市準 WEB・会場

八代北 県　南
「矜持はあるか」
研修室研究員

田上 不折 氏
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2827 水俣芦北 WEB・会場

人吉市 WEB・会場

「１%のひらめき」
熊本市倫理法人会　青年委員長
YOU福　代表 福島 雄介 氏

水俣芦北 WEB・会場

人吉市 WEB・会場

「あっという間の2020
  コロナと熊本県南部水害」
水俣芦北倫理法人会　会員
ツアーステージ
芦北デスク代表 佐藤 圭吾 氏

水俣芦北 WEB・会場

人吉市 WEB・会場

「コロナに有難うという時代がきた」
熊本県倫理法人会　研修委員長
㈱ツカサ創研
代表取締役社長 渕田 宏志 氏

元村 久美 氏

「実践が人生を変える」
人吉市倫理法人会　会員
㈲木の花
代表取締役

水俣芦北 WEB・会場

人吉市 WEB・会場

「倫理実践で磨く経営力」
法人アドバイザー　鹿児島県薩摩川内市
倫理法人会  アドバイザー
㈱宇都組　取締役会長宇都 要一 氏

渕田 宏志 氏

「コロナに有難うという時代がきた」
熊本県倫理法人会　研修委員長
㈱ツカサ創研
代表取締役社長

宇土市準 WEB・会場

八代北 県　南
「未来永劫伝えたいスリランカへの報恩」
八代北倫理法人会
スーパーフード協同組合
組合長 松永　 茂 氏

「実感した、運命は自ら招き、境遇は自ら造るの心境」

熊本市中央 WEB・会場

「今、僕が倫理をやる理由」

「起業の勧め」
熊本市倫理法人会　会員
濱田大造事務所
熊本県議会議員 濱田 大造 氏

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

熊本市中央倫理法人会　幹事
グレートフリーダム
代表 下城 龍夫 氏

熊本市中央 WEB・会場

八代中央 WEB・会場

29 30
八代市 WEB・会場 球　磨 WEB・会場

「倫理の学びを深め
　真心の実践をしよう!」
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

熊本市中央 WEB・会場

八代中央 WEB・会場

休 会５週目の為休会

ANAクラウンプラザホテル

5

「はいの実践」/
「倫理の学びで得た前進する力」
熊本市西倫理法人会  女性委員長
㈱ Re・Gloss

熊本市西倫理法人会  副事務長　
㈱ Re・Gloss　代表取締役

千原 由美子 氏
千原 英樹 氏

「明朗で自己革新」/「倫理経営の実践」
法人局  法人スーパーバイザー　
㈱かあてんや  代表取締役社長
法人レクチャラー
沖縄県倫理法人会　相談役
㈱ okicom　代表取締役

中崎 行雄 氏

小渡　 玠 氏

「人生、すべて当たりくじ」/「妻への手紙2021」
法人アドバイザー  ㈱十五  代表取締役
法人レクチャラー　宮崎県高鍋
倫理法人会  MS委員長/相談役
㈱保険生活センター  代表

最上 勝弘 氏
長友 尚志 氏

法人レクチャラー
大分県倫理法人会  普及拡大副委員長
㈲サクセス・クリーンサービス
代表取締役

4/12㈪

場所：くまもと森都心プラザ
　　　A会議室 18:30～19:30

● 経営者の集い
    （熊本市南倫理法人会）

宮瀬 知洋 氏

「突然の継承」

水前寺倫理法人会　会員
㈱アジュール
代表取締役

4/5㈪

場所：天草市複合施設ここらす
　　　　18:30～19:30

● 特別ナイトセミナー
    （天草倫理法人会）

黒木 俊吉 氏

「言葉は運命を左右し 人生は
　言葉に出したとおりになる」

「最後は人柄で決まる」/「勤労歓喜」
法人スーパーバイザー  大阪府倫理法人会  相談役　
ゴイク電池㈱　代表取締役
法人レクチャラー  鹿児島県倫理法人会  会長
㈱城山ストアー　代表取締役会長

田畑　 章 氏
池畠 泰光 氏

「栞に学ぶ」/「一日一回を繰り返すこと」
法人局　普及事業部　
首都圏方面　副方面長
法人レクチャラー
北霧島倫理法人会  副会長
㈱山椒茶屋　代表取締役

坂元 一成 氏
山下 康徳 氏


