
2/20㈪

2/14㈫

●経営者の集い
（八代北倫理法人会）

●経営者の集い
（熊本市倫理法人会）

●経営者の集い
（宇土市倫理法人会）

●経営者の集い
（熊本市中央倫理法人会）

●経営者の集い
（人吉市倫理法人会）

●経営者の集い
（八代中央倫理法人会）

「事業承継」
法人レクチャラー　伊万里•有田倫理法人会　相談役
㈲ギャラリー有田　会長 久保田 豊 氏
場所： 鏡文化センター研修室 19:00～20:00

「これがよい　―全てを受け容れることー」
法人レクチャラー　福岡県倫理法人会　福岡西区　地区長
社会保険労務士　さくらさく　代表 松木 知代惠氏
場所： グレーシア 18:30～19:30

2/14㈫

2/16㈭

「倫理と出会って」
法人レクチャラー　長崎南倫理法人会　相談役
一番鮮魚　代表 光本 英雄 氏
場所： 宇土市中央公民館　和室 18:30～19:30

「支えてくれた妻のひと言」
法人レクチャラー　佐賀県倫理法人会　幹事長
㈱田中設計事務所　代表取締役 田中 史朗 氏
場所： くまもと県民交流会館パレア 18:30～19:30

2/7㈫

2/16㈭

「万人幸福の栞に学ぶ～人生の転機とその後～」
法人レクチャラー 　佐賀県三神倫理法人会　副会長
えがしら税理士事務所　所長 江頭 一郎 氏
場所： ホテル華の荘 18:30～19:30

「運をつかむ」
法人レクチャラー　有明佐賀倫理法人会　会長
有限会社古賀機械　代表取締役 古賀 伸忠 氏
場所： ホワイトパレス 19:00～20:00

熊本市中央倫理法人会　監査
株式会社M-Cass
代表取締役

12

5

19

月

20

13

6

14 15

7 8

22

16

11

18

25

17

9 10

24

4土

「青年委員長を担って」
熊本県倫理法人会　青年委員長
㈲久保田板金
代表取締役 久保田 健嗣 氏

「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」

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

「運命は自らまねき境遇は自ら作れる素晴らしい世界」
熊本東倫理法人会　MS委員リーダー
アジアンケイブ
代表 太田 晃司 氏

「純粋倫理の実践は体質改善」
(一社)倫理研究所　法人局顧問
㈱東納本店
代表取締役 東納 英一 氏

「感謝の心で恩送り」
宇城倫理法人会　MS委員リーダー
うき真心の会
会長 村上 真由子 氏

江頭 一郎 氏

南 明美 氏

「希望は心の太陽」
法人レクチャラー　福岡県倫理法人会　福岡西区　地区長
社会保険労務士
さくらさく　代表 松木 知代惠氏

「生きづらさが夢を叶える」
水前寺倫理法人会　会員
a Room eyelash＆beauty
代表 田 亜貴 氏

法人レクチヤラー　佐賀県三神倫理法人会　副会長
えがしら税理士事務所
所長

那須 一郎 氏

法人レクチャラー 　熊本県倫理法人会　副会長
那須セメント工業 ㈱
代表取締役

「実践と自己革新ー苦難に感謝ー」
熊本東倫理法人会　相談役
行政書士 山本孝二事務所

山本 孝二 氏

「倫理から学ぶ」
法人レクチャラー　長崎南倫理法人会　相談役
一番鮮魚
代表 光本 英雄 氏

「人のよろこびわがよろこびに」
熊本北倫理法人会　会長
こぐまリスクコンサル合同会社
代表社員 髙田 義久 氏

「足下の実践」

「運命自招～倫理に出会ってからの気付き～」
光の森倫理法人会　朝礼委員リーダー
㈱ハッピーブレイン
代表取締役 池田 竜太 氏

「元気になれば何でんできる！」
熊本北倫理法人会　事務長
㈲車輪館オクムラ　　　　　　
代表取締役社長 奥村 誠基 氏

「目指すは日本創生」
熊本市倫理法人会　会長
㈱日本創生慶
代表取締役 山下 慶一郎 氏

「倫理は実践」
法人レクチャラー　伊万里•有田倫理法人会　相談役
㈲ギャラリー有田
会長 久保田 豊 氏

「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

「倫理経営は凄い」
(一社)倫理研究所　名誉専任研究員

川又 久万 氏

「信ずれば成る　人生は思った通りに」
八代中央倫理法人会　女性委員リーダー
㈱レイアネオ
代表取締役 荒川 裕子 氏

「数多の苦難を乗り越えさせてくれた倫理経営」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会　県西地区長
㈱あおい警備保障
代表取締役 大橋 武司 氏

八代北倫理法人会　事務長
㈲Ｐｒｉｍｅ1
代表取締役 伊藤 慶輔 氏

「やれば出来るを信じて！」
人吉市倫理法人会　会員
㈲美研
代表取締役 中村 真子 氏

「DVDによる栞の解説」

「純粋倫理の実践は体質改善」
(一社）倫理研究所　法人局　顧問
㈱東納本店
代表取締役 東納 英一 氏

「倫理と出会って」
法人レクチヤラー　玉名南倫理法人会　副会長
㈱玉名サンクリ－ン
専務取締役 大城戸 ますみ 氏

「明朗・愛和・喜働の実践」
法人レクチャラー　有明佐賀倫理法人会　会長
有限会社古賀機械
代表取締役

21
平井 孝道 氏 古賀 伸忠 氏

「心定まれば道あり～無敵の人生～」
熊本県倫理法人会　県北地区長
マックスジェィティー株式会社
代表取締役 城戸 丈生 氏

「本気でぶつかる」
法人レクチャラー　佐賀県倫理法人会　幹事長
㈱田中設計事務所
代表取締役 田中 史朗 氏

「人生は神の演劇、その主役は己自身である」
熊本市中央倫理法人会　会員
医療法人徳祐会やまさき歯科医院  
理事長 山崎 芳徳 氏

「心の居場所が見つかれば人生はいつでもやり直せる」
ハーベストチャーチ熊本
牧師

中村 陽志 氏

「倫理実践中」
県認定レクチャラー　熊本県倫理法人会　朝礼委員長
株式会社豊田工業所
代表取締役社長 豊田 昌裕 氏

「倫農」
玉名倫理法人会　会長
東洋農産㈱
代表取締役 西川 征樹 氏

「女王蜂の下座の行」
光の森倫理法人会　女性委員サブリーダー
㈱STYLE・ZERO
代表取締役 ハニーローラ ァ 氏

「邂逅は開眼をもたらす」
法人スーパーバイザー　宮崎県倫理法人会　相談役
㈱和光産業
代表取締役 児玉 雄二 氏

「倫理を学んで」
天草倫理法人会　研修委員サブリーダー
天草市議会議員

澤井 一富 氏

28

肥後製油株式会社
代表取締役

「あきらめない」

髙木 浩二 氏

光の森倫理法人会　女性委員サブリーダー
㈱STYLE・ZERO
代表取締役

「女王蜂の下座の行」

ハニーローラ ァ 氏

「人生は心のままに」

「①熊本地震の被害とその後の集落の現状と課題、②目的のための温かいお金」
阿蘇持続可能な社会研究所
所長

内田 安弘 氏

古澤 嗣佳子 氏

水前寺倫理法人会　ＭＳサブリ－ダ－
ミュ－ジックサロンf
代表

「命の根本は両親・音楽家の倫理」

祝日の為、休会

「『simple is best』～倫理で学んだ「これでよし！」～」
熊本市南倫理法人会　副専任幹事
㈱テンジン　　　　　　　　
代表取締役社長 大野 貴子 氏

八代北倫理法人会　副会長
㈱Cleanse project
代表取締役

「夫婦で学んだ信成万事」
熊本市西倫理法人会　副事務長
㈱Re・Gloss
取締役 千原 由美子 氏

「続・生きるということ」 「倫理を学んで」

水 金1 2火 1/31 3

「一粒で二度おいしい人生と倫理」
宇城倫理法人会　専任幹事
㈲入江鉄工
代表取締役 入江 義伸 氏

「ピンチがチャンス！」
八代北倫理法人会　会長
㈲ユダナス企画
代表取締役 齊藤 良二 氏

「本を忘れず」
(一社)倫理研究所　研究員

鶴川 宗弘 氏

「倫農で」
玉名倫理法人会　会長
東洋農産㈱
代表取締役 西川 征樹 氏

「夫婦というパートナー」
八代南倫理法人会　監査

代表 柴 政俊 氏

「人生をどう仕上げていくか-還暦からの底力- キーワードは「人」・「旅」・「歴史」」
熊本市中央倫理法人会　会員
九州学院
社会科教師 香山 祥一 氏

「後継者倫理塾に学ぶ」
法人レクチャラー　熊本県倫理法人会　倫理塾相談役
㈲球磨緑地
代表取締役 久保山 文生 氏
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「人生は神の演劇その主役は己自身である」
熊本市中央倫理法人会　会員
森からし蓮根 ㈲
17代目女将 森 裕子 氏

熊本市

八代北

八代北

八代南

八代南

八代南

熊本市中央

八代中央

球　磨

八代中央

球　磨

球　磨

熊本市中央

熊本市中央

水前寺

水前寺

宇　城

天　草

天　草

天　草

天　草

八代中央

水俣芦北

宇土市 人吉市 八代南 宇　城八代市

八代中央

球　磨熊本市中央

水前寺

2726

木日

3/1

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
水前寺会場：ホテル熊本テルサ　熊本市中央区水前寺公園28-5 1
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： アマクササンタカミングホテル 　天草市亀場町亀川74-3
宇土市会場：ナウス ㈱ 本社2階　宇土市城之浦町149　WEB

ANAクラウンプラザホテル

熊本県倫理法人会　2023年

※スペシャルモーニングは増員増強の日です。

2月度モーニングセミナー・行事カレンダー
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
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： JAやつしろ北新地多目的研修所　八代市鏡町北新地705-1
八代南会場：八代グランドホテル　八代市旭中央通10-1

県
央

県
西

人吉市会場： 華の荘　人吉市東間下町字米山331 6

水俣芦北会場： ホテルサンライ ト 水俣市桜井町3丁目2-3 1 WEB

球磨会場： 多良木町6区　3公民館　多良木町多良木1467-14　多良木町民体育館隣り

23 天皇誕生日

1/29 1/30

日
の
念
記
国
建

スペシャル
モーニング


