
大分県竹田市倫理法人会　相談役
㈱藤野屋
代表取締役

6/14㈪

場所：未定
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （熊本市南倫理法人会）

甲斐 昇一郎 氏

「倫理で上向く会社と家庭
 ～倫理指導は幸せの道標～」 法人レクチャラー

大分県中津市倫理法人会　会長
㈱北オフィス
代表取締役

6/14㈪

場所：天草市複合施設ここらす
　　　18:30～19:30

● 経営者の集い
    （天草倫理法人会）

大塚 孝司 氏

「夫婦愛和」
法人レクチャラー
大分県倫理法人会　MS委員長
㈲ケンズ
代表取締役

場所：パレア
　　　18:30～19:30

山本 健三 氏

「倫理に反して夫婦対鏡」

6/17㈭
● 経営者の集い
    （熊本市中央倫理法人会）
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６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：WEB

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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天　草 県　西

天　草 県　西
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宇　城 県　西

「逆境に倫理」
大分県竹田市倫理法人会　相談役
㈱藤野屋
代表取締役 甲斐 昇一郎 氏

熊本市南 WEB・会場

宇土市準 WEB・会場

八代北 ＷＥＢ

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

八代市 WEB・会場

「夫婦対鏡」
法人レクチャラー
大分県中津市倫理法人会　会長
㈱北オフィス
代表取締役 大塚 孝司 氏

「未来永却伝えたいスリランカへの報恩」
八代北倫理法人会
ス－パ－フ－ド協同組合
組合長 松永　 茂 氏

8
天　草 県　西

宇　城 県　西

「（ただ生きる）より（良く生きる） 
～倫理を学んで広く、深く、面白く生きる～」
熊本市中央倫理法人会　会員
九州学院中・高校  社会科講師
㈶松下政経塾４期生 香山 祥一 氏

熊本市南 WEB・会場

「出会いに感謝・倫理に感謝
　地区長を拝命して」
熊本県倫理法人会　県東地区長
阿蘇動物病院
代表社員 小嶋 維男 氏

会員全員のスピーチ

天　草 県　西

宇　城 県　西

「前心前進」
指なし筆師　ごわすさん
代表 横田 久世 氏

熊本市南 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

天　草 県　西

「未定」
瑞鷹㈱
取締役副社長 吉村 謙太郎 氏

「インターンシップは人材
　獲得のチャンスである」
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
所長・税理士 井手 庸文 氏

「つくる喜び  心豊かな生活のために」
㈱クリエーション WEB PLANNING
代表取締役 深川 沙央里 氏

「本を忘れず」
熊本県倫理法人会　県央地区長
ナス ドリームズ
代表  奈須 悦雄 氏

宇　城 県　西

熊本市南 WEB・会場

「私が倫理に出会って感じたこと」
熊本県倫理法人会　事務長
㈱あんしんネット 髙木 将希 氏

宇　城 県　西

熊本市南 WEB・会場

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

義伸 氏・大樹 氏

徳川 禎郁 氏

「たくさんのご縁のなかで…」
人吉市倫理法人会　会員
人吉よさこい銀翔会
人吉市議会議員

那須 弘紹 氏

「コロナより怖いのは人間だった」
浄土真宗西本願寺派
慈願寺　住職

球　磨 WEB・会場

DVDによる栞の解説

八代中央 WEB・会場

「コロナ禍における倫理的経営思考」

門田 保則 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

小佐井 憲彦 氏
法人レクチャラー　熊本市中央倫理法人会
専任幹事　㈱ First
代表取締役

八代中央 WEB・会場

山本 孝二 氏

「実践力を磨く（山本式）」
熊本県倫理法人会　県東副地区長
行政書士・山本孝二事務所

5/31

宇土市準 WEB・会場

八代北 ＷＥＢ
「自分らしく生きる」
熊本県倫理法人会　県西地区長
マツシタ不動産㈲
取締役 森下 弘美 氏

「倫理で学んだこと」
法人レクチャラー　山鹿市倫理法人会
副会長/MS委員長
㈲セイデン　取締役 川上 とし江 氏

「自分の身に何かが興る」
法人局参事　法人アドバイザー
笹尾商工㈱
代表取締役専務　 比嘉 八重子 氏

宇土市準 WEB・会場

八代北 ＷＥＢ
「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

22

3029

水俣芦北 WEB・会場

人吉市 WEB・会場

「日本人の生活習慣と
　神道のつながりについて」
宇城倫理法人会  専任幹事
（宗法）粟嶋神社  禰宜 横田 浩一 氏

宇都　 進 氏

「恩意識の深化」
法人局
九州・沖縄副方面長

9
「倫理はたのしく」
法人レクチャラー　倫理経営インストラクター
熊本県倫理法人会　相談役
ダスキン・レントオール
代表取締役会長 赤澤 　巌 氏

宇土市準 WEB・会場

八代北 ＷＥＢ
「倫理経営で変わる」
法人アドバイザー  薩摩川内市倫理法人会  相談役
㈱宇都組  取締役会長 宇都 要一 氏

水俣芦北 WEB・会場

人吉市 WEB・会場

「人生の羅針盤」
八代北倫理法人会　副会長
㈲Prime1 
代表取締役 伊藤 慶輔 氏

片島 荷風 氏

「わたしを生きる」
 ～緒（いとぐち）は倫理後継者塾との出会い～
玉名南倫理法人会　広報委員長
感性のものさし
代表

「出会いに感謝　倫理に感謝」
熊本県倫理法人会　県東地区長
阿蘇動物病院
代表社員 小嶋 維男 氏

宇土市準 WEB・会場

八代北 ＷＥＢ
「万境順応」
法人レクチャラー　後継者倫理塾　塾長
㈲球磨緑地
代表取締役 久保山 文生 氏

水俣芦北 WEB・会場

人吉市 WEB・会場

「鉄砲隊の活動で知った日本文化の誇り」
平江商店㈲
代表取締役  平江 大八 氏

馬場口 一利 氏

「偶然を好機にする」
法人レクチャラー  後継者倫理塾  運営委員長
㈲正文堂
代表取締役社長

熊本市中央 WEB・会場

「真珠について」

「本心に従って行う倫理経営でキャッシュフォローアップ」
法人レクチャラー　大分県倫理法人会
MS委員長　㈲ケンズ
代表取締役 山本 健三 氏

㈱久保園パール
代表取締役社長 久保園 洋至 氏

熊本市中央 WEB・会場

八代中央 WEB・会場

山中 重子 氏

「新型コロナウイルス感染症から得たもの」
法人レクチャラー  熊本県倫理法人会  県北地区長
㈱ライフコーポレーション
代表取締役

「生と死の倫理」
歴史家

勇 　知之 氏

球　磨 WEB・会場

久保山 文生 氏

「判断の基準」
法人レクチャラー　後継者倫理塾　塾長
㈲球磨緑地
代表取締役

熊本市中央 WEB・会場

水俣芦北 WEB・会場

人吉市 WEB・会場

「おかげさま」
八代市倫理法人会　広報委員長
㈱オカモト
八代営業所 中竹 浩介 氏

水俣芦北 WEB・会場

「倫理で学んだこと」
八代市倫理法人会　副広報委員長
柴﨑政俊税理事務所
代表 柴﨑 政俊 氏

石本 博之 氏

「今日も元気で明るく前向きに」
八代市倫理法人会　MS委員長
やつしろおもて㈱
取締役専務

人吉市 WEB・会場

ANAクラウンプラザホテル

7

「可能性は無限大」
宮崎県日向市倫理法人会　女性副委員長
㈲クリーン日向
常務取締役  鈴木 睦代 氏

「純和風旅館の女将奮闘記
  ～Ｒ２年の水害を乗り越えて～」
人吉旅館　女将

堀尾 里美 氏

「これまでの人生を振り返って思うこと」
山鹿市倫理法人会　顧問
元山鹿市長 中嶋 憲正 氏

「恩意識の深化」
九州・沖縄副方面長

宇都　 進 氏

５週目の為休会

休 会

休 会

休 会

「後世への最大遺物
～倫理を学び、広く、深く、面白く、生きる～」
熊本市中央倫理法人会　会員
九州学院中・高校  社会科講師
㈶松下政経塾４期生 香山 祥一 氏


