
熊本北

熊本市西倫理法人会　副専任幹事 
（同）熊本楽援隊
代表社員

県
北

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KOZAK I 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

熊本県倫理法人会　2022年

11月 度モーニングセミナ ー・ 行事カレンダー
県
東

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
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
菊池市会場：ママトコキッチン
　　　　　　菊池市七城町蘇崎1310-3

東
県

県
央

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
熊本北会場：アークホテル熊本城前　熊本市中央区城東町5-16
熊本市託麻会場： 神園山荘　熊本市東区神園1丁目10-4 1 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

光の森会場： 神園山荘　熊本市東区神園1丁目10-4 1

日

月

「心即太陽・難局は太陽がいっぱい」

熊本市託麻倫理法人会　会員
FPスクエア・プランウェル
代表 平川 すみ子 氏
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県　東

水

「夫婦愛和・企業繁栄は家庭から」
法人レクチャラー　豊前市倫理法人会　副会長
㈱おざわ　
代表取締役 尾澤 満治 氏

山鹿市

421

7

WEB・ 会場

「志定まれば道あり～無敵の人生～」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会　県北地区長
マックスジェイティ株式会社
代表取締役

玉名南

12

5金

熊本市託麻 WEB・ 会場

玉名倫理法人会　幹事
整体ｓａｌｏｎ　あかつきの空
代表

「柿沼家の夜明けぜよ！～命の本を辿って～」

柿沼 暁 氏

法人レクチャラー　大分市倫理法人会　相談役
ゴードービジネスマシン㈱
代表取締役 小野 敬一 氏

熊本市託麻 WEB・ 会場

鶴川 宗弘 氏

「実践力を磨く」
（一社）倫理研究所　研究員

山田 浩之 氏

熊本東

元村 久美 氏

「明朗　愛和　喜働」
光の森倫理法人会　副会長
㈲木の花
代表取締役

熊本東

元田 暁輝 氏

「古事記に学ぶ開運の方法」
玉名南倫理法人会　監査
株式会社ＣＣＩジャパン
代表取締役

「個性は違ってみんないい～個性心理学で明朗愛和～」
熊本市託麻 WEB・ 会場

土
県　央

「決断のとき」
光の森倫理法人会　会員
アイ・エヌ・ジー ㈱
代表取締役

光の森 県　東

野本 哲郎 氏

光の森倫理法人会　会員
九州大学ビジネススクール卒
MBA 森 由希恵 氏

あらくら倫理法人会　相談役　法人レクチャラー
ほめ家

岡本 妙子 氏

光の森倫理法人会　会員
㈱優
代表取締役 栗秋 賢和 氏

熊本北 県　央
「役は人を育て導く～令和5年度活動方針説明～」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会　会長
㈱藤永組
代表取締役 藤永 和広 氏

熊本北 県　央
「コロナ禍と経済と法律」

弁護士法人　田中ひろし事務所
代表弁護士

田中 裕司 氏

熊本北 県　央

「清らかな度胸～幸せの始まりは素直な心から～」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会　県西地区長　補佐
日出ショー
代表

「倫理と出会って　 Ⅱ」
法人レクチャラー　大分県倫理法人会　別府地区　地区長
保険ファースト ㈱
代表取締役 髙橋 秀臣 氏

河副 日出海 氏

「初心からブレるな！」
光の森 県　東

玉　名 WEB・ 会場

「コロナ禍で必要な実践（その2）」
法人レクチャラー　福岡県倫理法人会　福岡中央地区長
テクノシステム ㈱
代表取締役社長 梅田 公平 氏

光の森 県　東

玉　名 WEB・ 会場

「志定まれば道あり～無敵の人生～」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会　県北地区　地区長
マックスジェイティ ㈱
代表取締役 城戸 丈生 氏

「運命自招」
光の森倫理法人会　会長
メイカーズ ㈱
代表取締役 川口 純範 氏

玉　名 WEB・ 会場

光の森 県　東

「夫婦愛和」

「苦難は幸福の門～そして今の自分～」
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「全て繋がっている　私が変わると世界が変わる」

石原 健 氏

熊本県倫理法人会　女性委員長
別所琴平神社
権 宜 藤岡 久子 氏

「女性委員長・2期目を拝命して　～天職に祈りを込めて～」
荒尾市 県　北

法人レクチャラー　福岡西地区副地区長
合資会社建築スタジオ・白石一級建築士事務所
代表 白石 泰三 氏

「思に始まり慎みに終わる」
荒尾市 県　北

荒尾市倫理法人会　会員
㈱WONDER MAKE
代表取締役 小柳 潤治 氏

「利他的経営」
荒尾市

福岡市中央倫理法人会　副会長
㈱ワイズサイン　
代表取締役 義仁 氏

「入会して21年以上　なぜ辞めずに続いているのか…？」

県　北

荒尾市 県　北

熊本市南

城戸 丈生 氏

WEB・ 会場玉名南

22
「続　生きるということ」

八代北倫理法人会　副会長　研修リーダー
㈱cleanse project
代表取締役

※11月24日阿蘇倫理法人会の会
場は赤水公民館です。

※11月17日阿蘇倫理法人会の会
場は赤水公民館です。

119 108 ※11月10日阿蘇倫理法人会の会
場は赤水公民館です。

※11月3日阿蘇倫理法人
会の会場は阿蘇の司ビ
ラパークホテルです。

阿　蘇 WEB・ 会場

南 明美 氏

「倫理法人会で学んだ幸せになる生き方」
法人レクチャラー　佐賀県倫理法人会　副幹事長
㈱コーディネートスタジオふろしき
代表取締役社長

阿　蘇 WEB・ 会場

髙橋 亮子 氏
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山鹿市

「倫理経営って凄い」
水前寺倫理法人会　会長
㈲日進塗工
取締役 市原 功一朗 氏

県　央

熊本市南
29 30

県　央

(一社)倫理研究所　研究員
鶴川 宗弘 氏

県　北

県　北

法人レクチャラー　熊本県倫理法人会　県北地区　地区長
マックスジェイティ ㈱
代表取締役

「志定まれば道あり～無敵の人生～」

城戸 丈生 氏

熊本市西

山鹿市 県　北

熊本東 県　東

県　東

県　東

火

11/13㈰ ●経営者の集い
（菊池市倫理法人会）

「継続は力なり～生涯学び～」
法人レクチャラー　福岡市南倫理法人会　相談役
㈱プロップ　会長 松井 貞子 氏
場所：泗水公民館 18:00～19:00

11/23㈬ ●特別ナイトセミナー
（玉名南倫理法人会）

「日本神話が教える「想いの実現法」」
玉名南倫理法人会　監査
株式会社ＣＣＩジャパン　代表取締役 元田 暁輝 氏
場所：玉名市天水市民センター 18:30～20:30

11/10㈭ ●経営者の集い
（熊本市託麻倫理法人会）

「苦難福門・困った所に活路あり」
法人レクチャラー　大分市倫理法人会　相談役
ゴードービジネスマシン ㈱ 小野 敬一 氏
場所：神園山荘 19:00～20:00

11/28㈪ ●経営者の集い
（荒尾市倫理法人会）

「喜んで働く～喜働の実践～」
法人レクチャラー　福岡西地区副地区長
合資会社建築スタジオ・白石一級建築士事務所　 代表 白石 泰三 氏
場所：ホテルヴェデ 6:00～7:00

11/10㈭ ●経営者の集い
（玉名倫理法人会）

「繋がる・拡がる」
法人レクチャラー　福岡県倫理法人会　福岡中央地区長
テクノシステム ㈱　代表取締役社長 梅田 公平 氏
場所：玉名高等職業訓練校 18:30～19:30

11/15㈫ ●経営者の集い
（山鹿市倫理法人会）

「倫理を学んで、実践、実践また実践」
法人レクチャラー　豊前市倫理法人会　副会長
㈱おざわ　代表取締役 尾澤 満治 氏
場所：富士ホテル 18:30～19:30

11/18㈮ ●経営者の集い
（光の森倫理法人会）

「打つ手は無限」
あらくら倫理法人会　相談役　法人レクチャラー
ほめ家 岡本 妙子 氏
場所：神園山荘 19:00～20:00

11/11㈮ ●経営者の集い
（熊本北倫理法人会）

「倫理と出会って　 Ⅰ」
法人レクチャラー　大分県倫理法人会　別府地区　地区長
保険ファースト ㈱　代表取締役 髙橋 秀臣 氏
場所： くまもと県民交流館パレア9F会議室3 18:30～19:30

11/16㈬ ●経営者の集い
（阿蘇倫理法人会）

「人生における疾病の意義」
法人レクチャラー　佐賀県倫理法人会　副幹事長
㈱コーディネートスタジオふろしき　代表取締役社長 髙橋 亮子 氏
場所：ホテルサンクラウン大阿蘇 18:30～20:30

11/9㈬ ●経営者の集い
（玉名南倫理法人会）

「すべての出合いに感謝」
法人レクチャラー　福岡県倫理法人会　副会長
江口製菓㈱　相談役 江口 健治 氏
場所：玉名市天水市民センター 18:30～19:30

10/30

県　央

熊本市西 県　央

「信じることからすべて始まる」
法人レクチャラー　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

熊本市西 県　央

「幸せになる会社作りを目指して」
八代北倫理法人会　会長
㈲コダナス企画
代表取締役 齊藤 良二 氏

熊本市西 県　央

「苦難こそ成長の道しるべ」
（一社）倫理研究所　研究員

津隈 亮二 氏

熊本市西 県　央

23 勤労感謝の日

菊池市 県　東

県　東
「希望の言葉」

山鹿市倫理法人会　会員
井手ふとん店
代表 井手 新作 氏

山鹿市

WEB・ 会場

「夫婦愛和がすべて」
法人レクチャラー　福岡県倫理法人会　副会長
江口製菓㈱
相談役

玉名南

「本を忘れず」
熊本市南

江口 健治 氏

「阿蘇を世界遺産へ」
熊本県　県北広域本部
阿蘇地域振興局
局長

阿　蘇 WEB・ 会場

沖 圭一郎 氏

県　央

菊池市倫理法人会　会員
㈱ＳＡＩＫＯ ＪＡＹＡ ＳＵＫＳＥＳ
日本代表 佐藤 涼子 氏

「インドネシアビジネスからSDGsへ貢献」
熊本市南 県　央

県　北

「人生をどう仕上げていくかー還暦からの底力・人・旅・歴史」
熊本市託麻 WEB・ 会場

熊本市中央倫理法人会　会員
九州学院中・高校　社会科講師

（財）松下政経塾　4期生 香山 祥一 氏

古澤 嗣佳子 氏

水前寺倫理法人会　ＭＳ委員サブリーダー
ミュージックサロン　ｆ
代表

玉　名 WEB・ 会場

「倫理の学びを経営に生かす」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会　副幹事長
㈲ライフケア
会長 山中 重子 氏

山鹿市倫理法人会　幹事
㈱ライフタクト
営業社員 工藤 彩友美 氏

「笑顔は世界共通語」
荒尾市 県　北

熊本市南倫理法人会　会員
メットライフ生命保険 ㈱　
コンサルタント係長 岩 航 氏

「父の倫理実践は40年前、私は今！」
熊本東 県　東

「己が変われば良い」
法人アドバイザー
大江建築設計事務所
主宰 大江 義夫 氏

山鹿市

WEB・ 会場

「万人幸福の栞に学ぶ」
熊本県倫理法人会　後継者倫理塾相談役
㈲球磨緑地

玉名南

「仕事と野球の二刀流」
熊本市南

久保山 文生 氏

「役は人を育て導く～令和5年度活動方針書～」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会　会長
㈱藤永組
代表取締役　

阿　蘇 WEB・ 会場

藤永 和広 氏

県　央 県　北

熊本北倫理法人会　副事務長
㈱S.N.Kプランニング
代表取締役

菊池市 県　東
「お役を受けて変わった人生～万象我師～」

入江 紀子 氏

法人レクチャラー　福岡市南倫理法人会　相談役
㈱プロップ
会長

「赤誠先手」

松井 貞子 氏

菊池市 県　東

（一社）日本姿勢改善ウォーキング協会
代表理事

「やめない勇気」

山 美歩呼 氏

28
菊池市 県　東

熊本県倫理法人会　研修委員長
㈱公明不動産
代表取締役

「挑み続ける心」

平野 美佐子 氏

27

10/31 3 文化の日木

5週目の為、休会

祝日の為、休会

祝日の為、休会

丸光ホールディングス㈱　会長
熊本東倫理法人会　会員

「経営者の器以上に会社は大きくならない」


