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５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

「２つの思考のベクトル」
熊本市南倫理法人会　会員
㈱バランスネットワーク
代表取締役 古藤 靖憲 氏

熊本市南 WEB・会場

宇土市準 WEB・会場

八代北 県　南

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

八代市 WEB・会場

「挫折の経験から気づきを得た『心のあり方が
 人生を作り、感情が運命を左右する』こと」
熊本市中央倫理法人会　会員
㈱M-Cass
代表取締役 平井 孝道 氏

「事業継承 ー倫理塾に感謝ー」
熊本市西倫理法人会  相談役
西田硝子㈱  代表取締役会長

熊本県倫理法人会  県央地区副地区長　
西田硝子㈱  代表取締役社長

熊本市西倫理法人会  幹事　
西田硝子㈱  ６代目

　西田 紀雄 氏

西田 義伸 氏
西田 大樹 氏

「“倫理指導”で解る倫理の醍醐味!」
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

「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 土穴 由美子 氏

宇　城 県　西

熊本市南 WEB・会場

天　草 県　西

「生かされている今を全力で生きる」
玉名倫理法人会　専任幹事
吉田真樹子事務所 吉田 真樹子 氏

「ヤヒログループ50年の歩み」
㈲ヤヒロ
代表取締役 山本 　博 氏

「改善するまで逃げられない」
宮崎県佐土原準倫理法人会　専任幹事
AFFETTO㈱
代表取締役  山田 光貴 氏

天　草 県　西

宇　城 県　西

熊本市南 WEB・会場

「僕が今  倫理をする理由」
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

宇　城 県　西

熊本市南 WEB・会場

「全てに感謝」
法人レクチャラー  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センター
副理事長 平井 郁惠 氏

池澤 千恵子 氏

「恩の遡源」
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

浅野 洋一 氏

「二代目の心得と倫理実践」
法人局　法人スーパーバイザー
㈱大東　代表取締役

球　磨 WEB・会場

DVDによる栞の解説

川﨑 隆男 氏

「ピンチはチャンス」
法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　副会長
㈱エイジス
代表取締役八代中央 WEB・会場

井手 庸文 氏

「たかがインターンシップされどインターンシップ」
法人レクチャラー  熊本県倫理法人会  副会長
井手税理士事務所 総合会計事務所
所長・税理士

星原 康人 氏

「後継者倫理塾で学んだこと」
八代北倫理法人会　MS委員長
㈲パステール
取締役

宮本 勝年 氏

「栞は生きる参考書『生涯倫理で生きる!』」
県認定レクチャラー  熊本北倫理法人会  会長
㈲ルゥ・デザイン装飾
代表取締役

4/26 4/27 4/28

宇土市準 WEB・会場

八代北 県　南
「家を継ぐ」
法人スーパーバイザー  鳥取県倫理法人会
相談役　㈱フィディア
代表取締役会長 福井 龍介 氏

「継続は習慣となる」
法人レクチャラー  沖縄県南部倫理法人会
相談役  ㈱トモ建設工業
取締役会長 名嘉眞 知博 氏

宇土市準 WEB・会場

八代北 県　南
「全てよし」
法人レクチャラー　熊本市倫理法人会
普及拡大委員長
日本生命保険（相） 島尻 順子 氏
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水俣芦北 WEB・会場

人吉市 WEB・会場

「日本とミャンマーの架け橋」
水俣芦北倫理法人会　相談役
㈱川尻型枠工業
代表取締役 川尻 成美 氏

久野 智生 氏

「高齢者介護と倫理」
宇城倫理法人会　会長
総合福祉グループ
温心会

水俣芦北 WEB・会場

人吉市 WEB・会場

宇土市準 WEB・会場

八代北 県　南

熊本市中央 WEB・会場

「“本当は諦めたくない”という想いの可能性」

「苦しむ力」
九州・沖縄方面長

那須　 隆 氏

㈱コーチングディベロップメント
代表取締役 境　 英利 氏

熊本市中央 WEB・会場

八代中央 WEB・会場

尾澤 満治 氏

「夫婦愛和・企業繁栄は家庭から」
法人レクチャラー　福岡県倫理法人会
副会長　㈱おざわ
代表取締役

「挑み続ける心!」
水前寺倫理法人会　会長
㈱公明不動産
代表取締役 平野 美佐子 氏

「矜持はあるか」
研修室　研究員

田上 不折 氏
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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

水俣芦北 WEB・会場

人吉市 WEB・会場

「ピンチをチャンスに!」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会
副会長　㈱エイジス
代表取締役 川﨑 隆男 氏

那須　 隆 氏

「苦しむ力」
法人局
九州・沖縄方面長

人吉市 WEB・会場

奥村 誠基 氏

「元気があればなんでも出来る!」
熊本北倫理法人会　朝礼委員長
㈲車輪館オクムラ
代表取締役社長

ANAクラウンプラザホテル

3

法人レクチャラー
沖縄県南部倫理法人会　相談役
㈱トモ建設工業
取締役会長

5/11㈫

場所：宝 友
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （宇土市準倫理法人会）

名嘉眞 知博 氏

「活力の源泉『７アクト』」

宮崎県佐土原準倫理法人会　専任幹事
AFFETTO㈱
代表取締役

5/17㈪

場所：ホテル  華月園
　　　18:30～20:30

● 経営者の集い
    （宇城倫理法人会）

山田 光貴 氏

「微差を重ねて、
　　　　今が最高の時」

法人レクチャラー
福岡県倫理法人会  副会長
㈱おざわ　代表取締役

5/20㈭

場所：教育会館
　　　19:00～20:00

● 経営者の集い
    （八代中央倫理法人会）

尾澤 満治 氏

「倫理を学んで、実践、
　　　　実践また実践」

5/1

祝日の為、休会 祝日の為、休会 祝日の為、休会

祝日の為、休会

祝日の為、休会

祝日の為、休会祝日の為、休会

「マメに生きる。」/「我が社を救った活力朝礼」
理事　
㈱でん六　代表取締役社長
法人レクチャラー  大阪府倫理法人会 会長
㈱エスビジョンエンタープライズ
取締役副社長

鈴木 隆一 氏

山本　 一 氏

「三行」/「風が吹けば倫理（みち）が拡がる」
名誉研究員

法人レクチャラー
福岡市東倫理法人会　相談役
シーエススチール㈱
代表取締役

中西 　浩 氏

松原 照明 氏

「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
代表理事組合長 松永　 茂 氏

水俣芦北 WEB・会場

「なぜ純粋倫理を学ぶのか」/
「明朗・愛和・喜働の実践」
研修室室長
法人レクチャラー
大牟田市倫理法人会  相談役
税理士法人 o-tax   代表社員

中西 康成 氏
小川 清春 氏

「サッカーを通じて社会教育」
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

光永 誠司 氏

「世界に広がる倫理経営」
法人スーパーバイザー
大阪府倫理法人会 相談役
ニワダニネットワークシステム㈱
代表取締役社長  木村 　雅 氏

「夫婦相愛」
玉名南倫理法人会　専任幹事　
一心　代表
玉名南倫理法人会　MS委員長
一心　専務

稲田　 豊 氏
稲田 美佳 氏


