
憲法記念日 みどりの日 こどもの日

５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
「状態を一瞬で変える方法」
熊本市南倫理法人会　会員
中央国際高等学校
熊本学習センター  担当 代田 朋之 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

「コロナ禍での気付き」
熊本東倫理法人会　会長
オグラドルフィン㈱
代表取締役社長 　中鶴 昭一 氏

熊本市西 WEB・会場

阿　蘇 WEB・会場

阿　蘇 WEB・会場

「今を活かす」

阿蘇倫理法人会　会長
江藤建設㈲
代表取締役 江藤 長利 氏

教育業務部
研究員 松枝 秀雄 氏

「ベトナム人に倫理を伝えてガッチリ‼」

玉　名 WEB・会場

山本　 浩 氏

「役を通して私の倫理観」
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　

有働 昌悟 氏

「日常への感謝」
玉名倫理法人会　事務長
㈱微笑　取締役

熊本北 WEB・会場

「倫理実践の素晴らしさと夫婦のちから」
法人レクチャラー  鹿児島県南薩倫理法人会
会長　㈲野村電機　
代表取締役 野村 和弘 氏

「光の森倫理法人会の設立をめざして」
熊本県倫理法人会　普及拡大副委員長
㈱でんきのサントップ
代表取締役 石原 政孝 氏

「新型コロナウイルス感染症から得たもの」
熊本県倫理法人会　県北地区地区長
㈲ライフケア
取締役会長 山中 重子 氏

4/25

「平石元気力発電所 今日もバリバリ稼働中!」
福岡県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

「妻のひと言」
法人レクチャラー  鹿児島県倫理法人会 中央地区 地区長
㈲明治ミルクまま
代表取締役 中江 光秀 氏

玉名南 WEB・会場

玉名南 WEB・会場

「大ケガを経験して～その中での気付き～」　
水前寺倫理法人会　会員
㈱美的生活
代表取締役　 平井 みはる 氏

水前寺 WEB・会場

阿　蘇 WEB・会場

「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 大橋 武司 氏

会員スピーチ
玉名南倫理法人会　幹事

玉名南 WEB・会場

水前寺 WEB・会場

「根を養う」　
法人レクチャラー
荒尾市倫理法人会　相談役
㈱加来建設
代表取締役会長 加来 恵美子 氏

「倫理と出会ってⅡ」　
法人レクチャラー
大分県別府市倫理法人会　会長
保険ファースト㈱
代表取締役社長 高橋 秀臣 氏

「生きる希望のデイサービス」　
㈱ウェルフェア熊本
代表取締役 濱田 晶子 氏

水前寺 WEB・会場

27
阿　蘇 WEB・会場

「人は鏡、万象はわが師!」
玉名南倫理法人会　相談役
㈱プロスパー
代表取締役 本多 好男 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

熊本東倫理法人会　会員
大津町　町長 金田 英樹 氏

「転機と行動～私が政治家になった理由～」

法人レクチャラー  宮崎県都城市倫理法人会  会長
㈱宮脇燃料
代表取締役 宮脇 克広 氏

「朝礼と会社の成績」

「感謝と明るく楽しく元気よく」
博多みなと倫理法人会　会長
Studio Neo Beauty
代表取締役 茨木 由紀子 氏

熊本東 WEB・会場

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

「役を受け、学べる。自己の成長へ!」

熊本市託麻 WEB・会場

「宇土市100社設立へ!」～実行委員長を拝命して～
熊本県倫理法人会　県西副地区長
㈲天草産業
代表取締役 江﨑 貞利 氏

熊本東 WEB・会場

八代中央倫理法人会　会員
㈱八代プレハブ
代表取締役 満岡　 泰 氏

「人生は!今日がはじまり‼」

28
熊本市託麻 WEB・会場

熊本東 WEB・会場

人吉市倫理法人会　青年・女性委員長
ドリームエリナ
代表取締役 地下 奈々 氏

「倫理で学んでいる事」

玉　名 WEB・会場

髙見 睦代 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

熊本北 WEB・会場

九州・沖縄方面　副方面長

宇都　 進 氏

「恩意識の深化」

井手 庸文 氏

「インターンシップ生の就活支援」
法人レクチャラー  熊本県倫理法人会  副会長
井手税理士・総合会計事務所　
税理士・行政書士

熊本北 WEB・会場

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

「信じることから始まる」

29
玉　名 WEB・会場

大島 妙美 氏

「『思い』を受けとめ『心』をつなぐ」
山鹿市倫理法人会　女性委員長
社会福祉法人つむぎ会
大道保育園　園長　　

熊本北 WEB・会場

熊本市西倫理法人会　会長
別所琴平神社
権禰宜 藤岡 久子 氏

「会長３年目…笑う門には福来たる」

「会長職ラストイヤーの実践‼」
熊本市西倫理法人会　会長
別所琴平神社
権禰宜 　藤岡 久子 氏

「すべては必然」
法人レクチャラー
沖縄県中北部地区  地区長
（同）サンサン　代表 　城門　 一 氏

山鹿市 県　北

熊本市西 WEB・会場

熊本市 県　央

荒尾市 県　北

「自分の魅力（強み）を活かしているか？」

白石 智也 氏
熊本市倫理法人会　専任幹事
㈲サン・エス保険

「起業の勧め」

濱田 大造 氏
熊本市倫理法人会　会員
熊本県県議会議員

「役を通しての私の倫理観」

山本　 浩 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　

荒尾市 県　北

「倫理経営とは」

鶴川 宗弘 氏
九州・沖縄方面　研究員

「倫理実践中」

豊田 昌裕 氏
八代市倫理法人会　会長
㈱豊田工業所
代表取締役社長

菊池合志 県　東

菊池合志 県　東

江藤 長利 氏
阿蘇倫理法人会　会長
江藤建設㈲
代表取締役

「ベトナム人に倫理を伝えてガッチリ‼」

園山 宗光 氏
法人レクチャラー  鹿児島県倫理法人会 副幹事長
農業生産法人そのやま農園㈱
代表取締役

「大転換の時代と向き合う」

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

「ハイ!の実践!お役を通して自己革新」

法人レクチャラー
鹿児島県南薩倫理法人会　会長
㈲野村電機
代表取締役

5/12㈬

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）

野村 和弘 氏

「倫理との出会い、
　　そして17の実践」

熊本市 県　央 山鹿市 県　北

25 26

熊本市西 WEB・会場荒尾市 県　北
「活力朝礼は繁栄の源」

大津 正和 氏
参事　法人アドバイザー
福岡市東倫理法人会
㈱紙資源  代表取締役

法人レクチャラー　鹿児島県倫理法人会
副幹事長　農業生産法人そのやま農園㈱
代表取締役

5/18㈫

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）

園山 宗光 氏

「信成万事!農園レストラン
　２号店の立ち上げ」

法人レクチャラー
鹿児島県倫理法人会　中央地区 地区長
㈲明治ミルクまま
代表取締役

5/19㈬

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）

中江 光秀 氏

「倫理と出会ってよかった!」 「倫理と出会ってⅠ」 「苦難は突然やってくる」

法人レクチャラー
大分県別府市倫理法人会　会長
保険ファースト㈱
代表取締役社長

5/19㈬

場所：ホテル熊本テルサ
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （水前寺倫理法人会）

高橋　秀臣 氏

法人レクチャラー
沖縄県中北部地区　地区長
（同）サンサン
代表

5/25㈫

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）

城門　 一 氏

「明日、会社がつぶれる」

法人レクチャラー
宮崎県都城市倫理法人会　会長
㈱宮脇燃料
代表取締役

5/27㈭

場所：阿蘇熊本空港ホテル
エミナース　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （熊本東倫理法人会）

宮脇 克広 氏

菊池合志 県　東24
熊本中央倫理法人会　会員
九州学院中・高校  社会科講師
香山祥一教育研究所  代表 香山 祥一 氏

「後世への最大遺物」
～倫理を学び、広く、深く、面白く人生を生きる～

菊池合志 県　東31
玉名南倫理法人会　会員
㈱ＳＯ工房
代表取締役 立花 康行 氏

「人生は出会い…古希を迎えて」

祝日の為 休会 祝日の為 休会

祝日の為 休会 祝日の為 休会

会員スピーチ
山鹿市倫理法人会　会員

「花一輪」／「私から自分へ」
監事
法人レクチャラー
大阪府倫理法人会 後継者倫理塾塾長
㈱ネクストン　代表取締役

藤麻 一三 氏
鈴木 昭彦 氏

休 会


