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●経営者の集い
（天草倫理法人会）3/20㈪

「倫理法人会に入って身体の弱い妻が元気になった」
法人レクチャラー　大分県中津市倫理法人会　幹事
㈱北オフィス　代表取締役 大塚 孝司 氏
場所： 天草市複合施設ここらす 18:30～19:30

●経営者の集い
（水俣芦北倫理法人会）3/7㈫

「母の介護で知った感謝と人の倫理（みち）」
法人レクチャラー　大分県速水倫理法人会　副専任幹事
㈲かもん　代表取締役 木本 順子 氏
場所： ホテルサンライト 18:30～19:30

●経営者の集い
（八代南倫理法人会）3/14㈫

「運命自招」
法人レクチャラー　鹿児島県倫理法人会　朝礼委員長
㈱HISANO通信システム　代表取締役 久野 博 氏
場所： 桜十字ホールやつしろ中会議室 18:30～19:30

●経営者の集い
（球磨倫理法人会）3/9㈭

「ハイッ！の実践で経営危機を乗り越える」
法人レクチャラ ー　沖縄県倫理法人会　広報委員長
㈲うるま産業　代表取締役   目 差 武博 氏
場所： 多良木町6区3公民館 18:30～19:30

●経営者の集い
（八代市倫理法人会）3/15㈬

「やれば出来る」
法人レクチャラー　宮崎県倫理法人会　MS委員長
㈱黒木電気工事店　代表取締役 鈴木 茂 氏
場所： お祭りでんでん館会議室 18:30～19:30

●ナイトセミナー
（熊本市中央倫理法人会）3/31㈮

「一歩踏み出す勇気！」
出前館
創業者 花蜜 幸伸 氏
場所： ANAクラウンプラザホテル 熊本ニュースカイ 2F ストリングス 18:30～20:15
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「不撓不屈」
法人アドバイザー　熊本県倫理法人会　相談役
㈱インフォミックス
代表取締役 宍倉 渉 氏

「命の根本は両親・全てこれで良し」
水前寺倫理法人会　幹事　MS委員
ミュージックサロン f
代表 古澤 嗣佳子 氏

「赤ねこと吉四六（きっちょむ）さん」
法人レクチャラー　大分県速水倫理法人会　副専任幹事
㈲かもん
代表取締役 木本 順子 氏

坂元 一成 氏

宗雲 幹久 氏

（一社）倫理研究所　研究員

柿沼 暁 氏

玉名倫理法人会　MS委員リ－ダ－
整体salon　あかつきの空
代表

「近い」
法人アドバイザー
税理士法人プロスパー

加藤 公利 氏

「倫理の学びと実践」
名誉法人アドバイザー　熊本県倫理法人会　相談役
㈱岩永組
取締役会長 岩永 研一 氏

「倫理と私」
阿蘇倫理法人会　副会長
㈱阿蘇ローズベリー香園
取締役農場長 小笠原 徹朗 氏

「栞に学ぶ」

「富士研体験報告」
八代北倫理法人会 吉見 和晃 氏

松本 高典 氏・ 奥村 孝昭 氏

「自分を磨く」
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

「どうしたら倫理がみにつくか」
法人アドバイザー　愛媛県倫理法人会　相談役
岡田印刷㈱
アドバイザー 岡田 紀夫 氏

「日々好日」
法人レクチャラー　鹿児島県倫理法人会　朝礼委員長
㈱HISANO通信システム
代表取締役 久野 博 氏

「倫理と出会って」
八代北倫理法人会　会長
㈲コダナス企画
代表取締役 斉藤 良二 氏

「心の調律」
熊本市中央倫理法人会　女性委員リーダー
㈱SUNSMILE
代表取締役 松本 由美 氏

八代中央倫理法人会　研修委員リーダー
山下保健事務所

山下 大輔 氏
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「七つの原理」
法人アドバイザー　熊本県倫理法人会　相談役
おがたフードサービス㈲
代表取締役 緒方 一義 氏

「富士研で学んだこと」
天草倫理法人会　事務長
アクサ生命保険㈱

原田 眞 氏

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

「考える事、そして、考えない事」
荒尾市倫理法人会
㈱加来建設
代表取締役会長 加来 恵美子 氏
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「元不登校が嫌いだった父を好きになるまで」

都登 祐樹 氏

人吉市倫理法人会　専任幹事
㈱エイジス

「はい！の実践と効用」

5週目の為、休会 5週目の為、休会

祝日の為、休会

「倫理と出会い、変化した事」
八代市倫理法人会幹事　女性委員
ケアパーク ㈱

森 裕理 氏

熊本東倫理法人会　専任幹事
㈱ラジカル
代表取締役

「命の本に気が付いてから」
法人レクチャラー　菊池市倫理法人会　専任幹事

（医）いけざわこどもクリニック
看護師長 池澤 千恵子 氏

「夫婦愛和は会社繁栄の第一歩」

「倫理と出会って、その後」
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宇城会場： ホテル華月園2F　宇城市松橋町松橋859-1

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。

3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

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
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

ANAクラウンプラザホテル

央
県 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： 多良木町交流館石倉　球磨郡多良木町大字多良木1542-1

春分の日
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「事業承継と倫理」
水俣芦北倫理法人会　相談役
株式会社川尻型枠工業
代表取締役会長 川尻 成美 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
森からし蓮根㈲
17代目女将 森 裕子 氏

宇土市

水俣芦北

人吉市

八代南
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法人アドバイザー
大江建築設計事務所
主宰
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「『倫理経営の大切さ』を学んで」
法人レクチャラー　宮崎県倫理法人会　MS委員長
㈱黒木電気工事店
代表取締役 鈴木 茂 氏

「己が変われば良い」

「運命自招～今の姿は自分が招いた～」
熊本県倫理法人会　相談役
㈱藤永組
代表取締役会長 藤永 勝利 氏

「「捨我得全」～私が捨て去り得たもの～」
宇土市倫理法人会　MS委員リーダー
株式会社野村剛不動産
代表取締役 野村 剛 氏

大江 義夫 氏

光の森倫理法人会　女性委員サブリーダー
株式会社STYLE・ZERO
代表取締役

「女王蜂の下座の行」

ハニーローラ ァ 氏

（一社）倫理研究所　名誉専任研究員
「なぜ、倫理経営は儲かるのか？」

川又 久万 氏

(一社）倫理研究所　研究員
「人は鏡」

津隈 亮二 氏

八代中央倫理法人会　会員
EXCEL PLANNING
代表

「笑顔咲く2050年へ～私達は今～」

矢住 貴子 氏

「全てよく」
熊本市倫理法人会　専任幹事
日本生命保険（相）

島尻 順子 氏

「すべては人とのつながり」
宇土市倫理法人会　会長
ほけんやさんｋｕｍａｍｏｔｏ
代表 増田 京子 氏

八代市

水前寺

八代市

八代市

水前寺

水前寺

宇　城

「全ては人とのつながり」
宇土市倫理法人会　会長
ほけんやさんkumamoto

増田 京子 氏

宇　城

「元気があれば何でんできる」
熊本北倫理法人会　事務長
㈲車輪館オクムラ
代表取締役 奥村 誠基 氏

宇　城

「私の20日間戦争」
宇城倫理法人会　会長
総合福祉グループ
温心会　所長 久野 智生 氏

宇　城

宇　城

八代市

水前寺
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「普及した人が会長になるまで」
熊本市倫理法人会 副会長
㈱サンエス
取締役副社長 白石 智也 氏

5週目の為、休会
八代市

水前寺
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「家族の絆」
法人レクチャラー　沖縄県倫理法人会　広報委員長
㈲うるま産業
代表取締役 目差 武博 氏

「心即太陽～心のままに～」
県認定レクチャラ－　熊本市西倫理法人会　副会長
㈱B-ｐroduce
代表取締役 島村 鉄兵 氏

「万人幸福の栞＝農魂」
八代北倫理法人会　会員
㈱健光
代表取締役 田辺 正宜 氏

「私と羅針盤としての倫理」
宇土市倫理法人会　専任幹事
㈱光サプライズ
専務取締役 上野 彰久 氏

「トップを支える家庭力」
法人アドバイザー　島根県大田市倫理法人会　島根県相談役
株式会社サンキ

森脇 慎一 氏

「人は鏡　まさかの坂から学んだ大切なこと」
球磨倫理法人会　女性委員リーダー
身体メンテナンス　ワンネス
代表 田山 るり 子 氏

「私の歩んできた道」
熊本市中央倫理法人会　運営委員
からだ元気治療院 　
熊本中央店　代表 北村 功一郎 氏

「半人前」
熊本市中央倫理法人会　副会長
ながた歯科医院
院長 宮田 正孝 氏

「自分＋倫理」
熊本市中央倫理法人会　MS委員
合同会社ｏｎｅＰｌｕｓ
代表社員 渕上 優司 氏

「出会い～プチプラダイムシフト」
光の森倫理法人会　女性委員リーダー
CrossLink
代表 中田 ひと み 氏

「人は鏡」
（一社）倫理研究所　研究員

津隈 亮二 氏

「入会してちょうど一年－感じたことと学んだこと－」
八代南倫理法人会　女性委員リーダー
綜合デザイン事務所むね工房
代表 宗守 真美 氏
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球　磨

八代中央

球　磨
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熊本市中央
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5週目の為、休会5週目の為、休会

「責め心から学ぶ感謝」
八代市倫理法人会　女性委員リーダー
ケアパーク株式会社

森崎 裕理 氏

八代中央

球　磨

東
県 菊池市会場：ママトコキッチン　菊池市七城町蘇崎1310-3

西
県

西
県

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

菊池市

菊池市倫理法人会　相談役
㈱健康舎　代表取締役

菊池市倫理法人会　運営委員
買取大吉　北熊本清水本町　店長

正源司 渡 氏 齊藤 愛 氏

菊池市

筑後倫理法人会　会長
株式会社原口商事
代表取締役社長

「倫理との出会いで変わった心境」

生田 友見 氏

「富士研体験記」

菊池市
光の森倫理法人会　女性委員サブリーダー
株式会社ＳＴＹＬＥ・ＺＥＲＯ
代表取締役

「女王蜂の下座の行」

ハニーローラ ァ 氏

菊池市
「継続は力なり」 「学びという贅沢」
名誉法人アドバイザー
増田運輸㈱　代表取締役会長

法人レクチャラー　福岡県倫理法人会　キャリア委員長
㈲アクターズ　代表取締役

増田 彰司 氏 浜本 昭義 氏


