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写真：瀬戸大橋の夜景（香川県坂出市）

Member exchange
会　員　交　流

編集後記E ditor's note
倫理法人会では現在各単会にて年に一度の「倫理経営講演会」が
行われ準備に大変なことだと思われます。倫友の皆様のご苦労に
感謝いたします。また、その上に「まんでがん」原稿等広報委員会に
ご協力を頂きありがとうございます。
　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員会

香川県高松市倫理法人会
すなっく明花 猪熊農園

細川浩司

（株）藤屋
（有）夕起音楽出版
（有）トウェンティワン
  辻村電業（株）
（有）カタオカ
（有）エムジーシステム

自由民主党香川県参議院選挙区第二支部
サンウェルド（株）

韓国料理双六
綾野建築事務所
LOOPS
新日本ツーリスト（株）

篠原組

大和桜合同会社

（株）三豊印刷
（株）四国銀行　観音寺支店
（株）原起苑
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企業に倫理を!!　職場に心を!!　家庭に愛を!!

【日時】　平成27年2月27日（金）
【会場】　ウエディングチャペルセント・カテリーナ
【参加】　122名

テーマ:「倫理法人会の役割と使命」 　まず最初に「過去には数百年に一度、際立った転換が起こってい
て、今まさにその転換期を迎えているのではないでしょうか。」として、
われわれが世界文明の大転換期を生きている理由を、ドラッカーの
言葉や地球意識の浸透、地球環境問題やトリレンマの危機等を交え
てお話しをしていただきました。
次に倫理運動と倫理法人会の使命についてお話をしていただきまし
た。①科学に立脚し、宗教に出入する、②「原理」に裏打ちされてい
る、③随所に学びがある、④時空を超える、⑤日本の倫理文化が結集
した教えである、という点を純粋倫理の顕著な特徴として詳しくお話
ししていただきました。

Official position perso s̓ training association

役　員　研　修　会

▲「挨拶」国方康夫 県会長

▲丸山 敏秋 倫理研究所理事長 ▲「挨拶」二川正志 県相談役 ▲「懇親会・進行係」出口武志 さぬき市研修委員長

▲「懇親会・挨拶」徳永孝明 法人局参事 法人アドバイザー ▲「懇親会・乾杯」大西国夫 法人局参事 法人アドバイザー

理事長役員研修

【日時】　平成27年4月16日（木）
【会場】　クアパーク津田
【参加】　10名

　さぬき市倫理法人では、田島康賢副方面長を迎えて「倫理法人会
の歴史」の幹部研修をおこないました
　倫理運動開始から、倫理法人会の設立など、田島副方面長の経験
談などを交えて勉強させていただきました。

幹部研修 香川県さぬき市倫理法人会

平成27年度幹部研修テキスト第4講「倫理法人会の歴史」

一般社団法人倫理研究所
法人局普及事業部中国・四国方面副方面長 田島  康賢

お　し　ら　せ I N F O R M A T I O N

会員
様は

出演
無料
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Special article

【受講日】　平成27年2月20日～22日　【会場】　一般社団法人倫理研究所 富士教育センター

　今回、愛和の禊を受ける予定でしたが、現地についてから１
枚だけ書類を忘れている（FAXの中に忘れてしまった）ことが
発覚。よって愛和の禊を受ける事ができませんでした。
　また、２日目に班が会場準備の当番に当たっていましたが、
時間ぎりぎりに行ってしまい、当番の準備ができませんでし
た。書類を忘れたのも、時間ぎりぎりで来てしまったのも、普
段の自分の行動が招いてしまったことと反省し、実生活では
「準備を完璧にして仕事身挑む」「開始5 分前には完全に準備
を終えて待機するようにする」ということが実践できていない
と気づきました。大いに反省し、実践していきたいと思いま
す。
　また、近江商人の子供の話「てんびんの詩」というビデオを
見せていただき、近江商人の言う「３方よし（売り手よし、買い
手よし、世間よし）の考え方を勉強するきっかけとなりました。
これから大いに実践していきたいと思いました。

山本　 誠一郎

　去年の２月に富士研に向けて、高松南のメンバー４人で車
を乗り合わせ、ワクワクしながら、御殿場に入ったところで、
私の携帯電話がなり、ちょうど時刻は、朝６時頃でした。
　「大雪の為、研修センターの周りの除雪が全く出来ないの

（有）ファースト・コンサルティング（香川県高松南倫理法人会）渡邊　恵子

委　員　会　活　動　報　告

で、本日からの研修は中止です。」と連絡を受けました。時間
に遅れないように早めの行動で、御殿場まで行っていた私達
は、愕然となりました。今回、第１０回の研修に、私達メンバー
は再チャレンジをしました。
　雄大な世界遺産にまで選ばれた「富士山」どっしりとしてと
ても綺麗でした。不安と期待に包まれ１２９名の参加者と共に
研修が始まりました。全国から集まった仲間達と名刺交換を
し、チームごとにあいさつ実習、初めて逢う仲間と息を合わせ
て挨拶練習を行います。みんなチームを良くしょうと言う思い
から、いろんな意見がでます。
　何度も練習することで、チームの一体感とやる気が沸いて
きました。コンテストに合格すると、喜びもひとしおです。さっ
きまで、よそよそしかったメンバーが、急に家族の様に近くな
り感動の連続です。これぞ、心をひとつにまとめると言う学び
だと確信しました。
　その後も、いろんな講座があり、自照正座では、自らの命を
誰のためにどう使うか！と言う教え、また両親、先祖への感謝
の念、この世に生を受けた私たち、本当に素晴らしい学びでし
た。
　富士研に参加しなかったら、まったく気づかなかっただろう
と思いました。また食事のマナー、後始末の実践と、たくさん
の学びをいただけました。 ありがとうございました。（感謝）

企業に倫理を!!　職場に心を!!　家庭に愛を!!

　2 月20 日（金）～22 日（日）までの3 日間、経営者倫理セ
ミナーに参加してきました。
　　去年参加しようとしていたんですが、大雪のためセミナー
が中止となり、途中で引き返すというハプニングもありました
が、今年は無事参加する事ができました。
　セミナーでは、普段の生活ではゆっくり考える事ができな
い、自分の事や家族の事を深く考えることができました。今自
分があるのはご先祖様をはじめ多くの方々のおかげという事
を改めて感じることができました。妻への手紙を書きながら、
迷惑ばかりをかけてきた事を再認識し、改めて感謝の心を持
つことができました。父親・母親についてグループ内で話をし
た際は、おもわず涙が出てしまいました・・。
　いろいろな事を思い出しながら声に出して話をする事で、今
更ながら深い愛情を感じる事ができました。
　また新入社員研修以来のグループ単位での研修という事
で、最初は少し戸惑った部分もありましたが、挨拶練習やグ
ループ内での発表・ディスカッションなどを通じて徐々にメン
バーとも本音で語り合えるようになりました。まさに「なれあ
いではない優しさ、責め心のない厳しさ」でのチームワークが
生まれたと思います。
　また、良い姿勢・深い呼吸を常に意識するという事も印象
に残りました。大変貴重な体験をさせていただき、本当にあり
がとうございました。このセミナーで経験したことを活かしな
がら日々活動を行っていきたいと思っております。

（株）ビットコミュニケーションズ（香川県高松南倫理法人会）内海　信一

　このセミナーで学んでいただきたい事（実践力、真のチーム
ワーク、感恩報謝、純粋倫理の探求）1.セブンアクト2.あいさ
つの実践3. 笑顔とまなざし（あいさつの基本動作）4.真の
チームワークの実現、5.リーダーの役目（チームリーダー、サブ
リーダー、集合リーダー）6.後始末の実践7.即行即止の実践8.
講座中の実践9.講座担当班の実践10.講座開始までの流れ、
11.食事の心構えと実践12.シンボルスカーフについて13.受講
上の留意点14.一日のふり返りこの3 日間で何を学んだのか
は、人それぞれでしょう。
　中途半端ではいけない。やめるのも実践とも教わった。実
際実践してみて、とても気持ちが良かったです。3日間の様々
な研修で、改めてすごして来た人生、祖先、親、兄弟、嫁、子供
などの事を凝縮して考えさせられました。その怒涛の研修に
疲れたのも事実ですが嫌な疲れではありませんでした。私もそ
の後一週間は疲れが残りました。
これからの実践
1.両親を倫理に連れて行く。2.嫁、子供を倫理に連れて行く。 
3.職場の教養を会社みんなで読む。

（有）大成造園（香川県高松南倫理法人会）

　富士研修を体験して
この度の富士研修の参加申し込みは、昨年に続き2 回目の申
し込みに成りました。
　昨年は大雪の為、近くまで行って引き返す事に成り、昨年
の様に初めて参加する高いモチベーションは、今回は正直無
く仕事の忙しさも有り、心の準備も出来ないままの参加に成
り正直不安の大きい中の参加に成りました。
　今回の参加は関東以西を中心に群馬・名古屋・九州方面の
参加者が多くて過去最多129名の参加者が有り、研修所の
方々からも参加者が大勢なので、受講者と同じ気持ちの緊張

感が伝わって来た様な印象を受けました。
　研修内容は毎回実施されている２泊３日のメニューと大きく
変わらずに、早朝から夜遅くまで、普段の生活では体験しな
い、食事作法・各清掃の手順など学び、またあいさつ実習とし
て、にわかにチームを組んだ仲間と、チームワークを通して笑
顔でのあいさつなど普段忘れていた事を、このあいさつ実習
で学ぶ事が出来ました。
　各セミナーでは倫理の基本で有ります、家庭・妻・家族に対
しての思いやり、また命の根源として祖先・父母に改め感謝を
しての生活など、普段の生活中では忘れていた気づきを、この
体験から学んだ非常に内容の濃い富士研修でした。
　この富士研の２泊３日で学んだ貴重な体験を、毎日の生活
の中に取り入れて、家庭・職場と自分自身が実践して、周りの
模範と成れる様努力して日々感謝して生活を送っております。
最後にこの研修のチャンスを頂いた事を、こころより感謝申し
上げます。また、この富士研修の素晴らしさをまだ体験して無
い倫友にも、広めて行きたいと考えております。
ありがとうございました。

（株）ボックス（香川県高松南倫理法人会） 萩池　義信

北谷　勇雄

アストロコンピューティング（香川県高松南倫理法人会）

富士高原研修所 経営者倫理セミナー
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企業に倫理を!!　職場に心を!!　家庭に愛を!!

Special article

【受講日】　平成27年2月13日～15日
【会場】　一般社団法人倫理研究所 富士教育センター

富士高原研修所
経営者倫理セミナー

　２月１３日～１５日、２泊３日で富士教育センター・経営者
セミナーを受講してまいりました。
　到着時の絶景は今でも覚えています。教育センターに入っ
て直ぐの大広間から、凛とした空気の中、美しい富士山が大
パノラマで見える光景に研修の気持ちがさらに引き立ちまし
た。
　研修の中で特に自分の心に残ったのが、２日目の瞑想の講
習です。まだ雪が残る山道を裸足で瞑想場まで、５分ほど歩
き、玉砂利の上で正座を組み瞑想をするのですが、瞑想する
中で、足の痛みを忘れてきて、家族のことやお世話になってい
る方などを思い目頭が熱くなり、大変良い経験でした。
　最終日に今回の研修を踏まえ、各自で今後の目標を立て、
研修を終えました、自分は、整理整頓と、ルールを守ることを
誓い研修を終え只今実践中です。

三電計装株式会社（香川県善通寺琴平倫理法人会） 喜田　浩一

　雄大な富士の麓での三日間。大自然と素敵な仲間達と触
れあうことで、いままで一度も体感しなかった「感動と勇気」
を頂くことができました。講義の中では、真摯に捉えた純粋
倫理「ふんわりとやわらかで、何のこだわりも不足もなく、澄み
きった心」で学習できたことは、はじめて本気で「倫理」とは何
かを、純情に見つめ直すことができました。そして、倫理を始
めてからの七年間、常に逃げてきた自分自身を心から改めるこ
とができました。

株式会社川上板金工業所（香川県善通寺琴平倫理法人会）川上　正城

　倫理法人会に入会以来ずっと「セミナー受講をしなければ」
と思っていましたが、７年ぶりにやっと受講することができ、３
日間の研修でしたが素晴らしい体験をさせていただきまし
た。
　富士山を間近に臨む素晴らしい自然と、活気のある前向き
な人たちに囲まれて毎日楽しく研修をしました。「挨拶実習」
ではなかなか揃わず、残り１分になってやっとクリアできたと
きは感動しました。
　研修を終えて日常に戻りましたが「やればできる。やる！」
という気持ちで日々実践に取り組んでいます。

有限会社杉上スチール（香川県善通寺琴平倫理法人会） 杉上　敏憲

朝礼研修実施中
　今年度の各単会の朝礼研修が次々と開催されております。
　3月25日高松市、4月16日高松東、4月17日東かがわ市・さぬ
き市合同、4月22日坂出市と開催されております。ベテランの
方、新入社員の方とさまざまな年代の方々の参加により、活力
朝礼の基本を学んでいただきました。実習では、頭では理解し
ていると思っていても、いざ実際にやってみるとなかなか出来
ないこともあり、繰り返し実習を重ねました。全員の気持ちを

Report of event
委　員　会　活　動　報　告

合わせること、姿勢、発声の大切さ等の、朝礼を行う意味、効
果が判ってもらえたものと思います。また、今年度より導入し
た朝礼マスターによる研修指導も、ぎこちないながら精一杯の
指導を行いました。参加者も、最初は硬い表情でしたが、最後
には皆さん笑顔で研修を終えて会社へと帰って行きました。今
後も、朝礼研修は予定しておりますので、ぜひご参加下さいま
すようお願い申し上げます。
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企業に倫理を!!　職場に心を!!　家庭に愛を!!
行　事　報　告

【日時】　平成27年2月17日（火）
【会場】　高松国際ホテル
【参加】　105社　205名

　経営の危機に陥った際にも、妻の「法人レクチャラーになったときに話せるネタが増える
じゃない」と明るく言ってくれたことが支えとなり、苦境を笑顔で乗り切る原動力になった。

　つい避けて通りたくなる「支払日」だが、喜んですぐ支払うことが信用につながる。支払日
を人生で一番楽しい日とし、仕事もお金も良い循環を生むことが大切、とお教えくださった。

　懇親会では、進行をはじめ、乾杯
や中締めの挨拶の役を若手役員が
中心に行った。また余興には「よさ
こい演舞連ほろろ」を招き、3曲を
披露して頂き、参加者に活気ある
若いパワーを楽しんで頂いた。

Report of event
倫理経営講演会 香川県高松東倫理法人会

【事業体験報告】
一般社団法人倫理研究所 法人レクチャラー
福岡県倫理法人会　県南地区長
（株）三和不燃ボード工業 代表取締役

事業体験報告:テーマ｢私を支えた妻の一言｣

講演:テーマ｢ここに活路あり～大転換期をいかに乗りきるか～｣

矢加部　尚武 
【講演】
一般社団法人倫理研究所 法人局
参事 法人アドバイザー
（株）五十嵐商会 代表取締役社長

五十嵐　勝昭

【日時】　平成27年2月24日（火）
【会場】　ホテルサンルート瀬戸大橋
【参加】　99社　107名

倫理経営講演会 香川県坂出市倫理法人会

【講演】
一般社団法人倫理研究所
法人局　教育業務部 次席

事業体験報告:テーマ｢ブラックサンダー物語～倫理実践で売り上げ3倍に～｣
講演:テーマ｢ここに活路あり～大転換期をいかに乗りきるか～｣

河合　伴治

三浦　貴史

　坂出市倫理法人会では平成二十七年度倫理経営講
演会をホテルサンルート瀬戸大橋で二月二十四日に行
われました。
　講師は事業体験報告が、河合伴治法人レクチャ
ラー、講演が法人局教育業務部三浦貴史次席をお招
きしました。
　今回は、事業体験報告の河合法人レクチャラーが
「ブラックサンダー」で有名な有楽製菓の代表取締役
社長でその成功体験が聞けるとのことで、実行委員長

をリーダーとしてブラックサンダーとチラシを自単会の会員をはじめ他
単会の方々に配ってＰＲに努めました。その結果、チケットの販売枚数
も目標枚数を達成でき、当日は大勢の方にご来場いただきました。
　また講演会後の懇親会では、来賓の綾坂出市長をはじめ、多数のご
出席をいただき、普段はモーニングセミナーになかなか参加できない
会員の方やはじめて倫理法人会を知ったという方もいらっしゃいまし
たので、より一層深い交流ができました。このような活動を機に当会が
より多くの企業様へ知っていただけたらと思います。

【事業体験報告】
一般社団法人倫理研究所
法人レクチャラー
愛知県倫理法人会
普及拡大副委員長
有楽製菓株式会社（菓子製造業）
代表取締役

【日時】　平成27年3月2日（月）
【会場】　トレスタ白山
【参加】　90社　99名

倫理経営講演会 香川県高松三木倫理法人会

【事業体験報告】
福岡県倫理法人会
法人レクチャラー養成委員長
福岡県多の津倫理法人会　相談役

【講演】
一般社団法人倫理研究所
法人局 参事 法人アドバイザー

事業体験報告:テーマ｢活力朝礼と人材教育と社風つくり!!｣
講演:テーマ｢ここに活路あり～大転換期をいかに乗りきるか～｣

金川　俊一

大橋　俊作

　３月２日（月）にトレスタ白山にて高松三木倫理法人会『倫理経営講演会』を開催しまし
た。事業体験報告では、講話者の金川俊一様の会社で行っている素晴らしい朝礼の動画を
見せいただき、スタッフの意気込み・その完成度の高さに大変驚かされました。
また、講演では講話者の大橋俊作様が、「純粋倫理とは」「倫理の特色」「明朗・愛和・喜働」
「経済環境に惑わされるな」
「倫理を支える７つの原理」な
ど、会歴の浅い会員さん、未
入会員に『倫理』をわかりやす
く説明していただきました。
　さらに、動員面でも昨年の
76名に対して、今年は99名の
方々に参加して頂くことがで
きました。これもひとえに倫友
の皆さまのお陰です。高松三
木倫理を応援してくださり本
当にありがとうございました。

【日時】　平成27年3月27日（金）
【会場】　偕行社
【参加】　103社　141名

倫理経営講演会 香川県善通寺琴平倫理法人会

【事業体験報告】
一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー
福岡県北九州倫理法人会　
株式会社山崎工業

【講演】
一般社団法人倫理研究所　法人局
法人スーパーバイザー

事業体験報告:テーマ｢苦難を乗り切れ｣
講演:テーマ｢ここに活路あり～大転換期をいかに乗りきるか～｣

野中　眞治

河野　武彦

　事業体験報告・講演いずれも実体験に基づいてのわかりやすい内容であり心に
響くものであった。
　会場「偕行社」での開催も３年目となり、準備運営面において慣れてきた面があ
る。役員・担当者が心をひ
とつにして取り組み、出席
してくださった会員・未会員
に倫理法人会活動の一端
をお伝えすることができた。
出席確認・音響や着席誘導
その他、次年度はさらに緻
密な運営が不可欠である。
　今後のフォローとして、
参加してくださった未会員
事業所様に対して、知り合
いの会員を通じて各種倫理
法人会の案内を行い、普及
拡充につなげたい。
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企業に倫理を!!　職場に心を!!　家庭に愛を!!
行　事　報　告

【日時】　平成27年4月20日（月）
【会場】　高松国際ホテル
【参加】　91社　132名

Report of event
倫理経営講演会 香川県高松市倫理法人会

【講演】
一般社団法人倫理研究所
法人アドバイザー
ゲンキの平和堂
取締役 BOSS

藤本　定明

【事業体験報告】
一般社団法人倫理研究所
法人レクチャラー
(株)大江建築設計事務所
代表取締役

大江　義夫

　講演会出席者130名、懇親会70名でした。
　ゲンキの平和堂 代表取締役 藤本様、 ここに活路あり、 というテーマ
で講演をしていただきました 、藤本定明様は46年間家電小売業を営なま
れ、近くに大型家電店舗ができるのに対抗して妻家族とも相談せず、独
断で広い土地と店舗を広げ事業を進めましたが、倒産に追い込まれる自
殺まで考えるはめに。そんな大窮地を救ったのが倫理指導と理屈なしの
実践で、超大型総合リサイクル業へ業種変換して成功しました。
　（株）大江建築設計事務所 代表取締役 大江義夫様 テーマは己が変
われば良い。 設計事務所を営み平成5年3月にヘルニア手術を行いまし
た。8時間の大手術となりました。それから生かされることに感謝し平成8
年2月に倫理に出会い、生き方に変化が生まれ周りの方々の大切さがわか
り夫婦の大切さを痛感したそうです。
それから法人スーパーバイザー、県会
長、レクチャラーに拝命されました。
懇親会では会員による「よさこいソー
ラン」で大いに盛り上がりました。

　事業体験報告では
「脚下照顧」・講演では
「つま（妻）先が先」とい
う言葉が印象的で、具
体的な体験を基にして
のお話しで、倫理を実践
するための指導が、分か
りやすく丁寧に説明され
ていました。事業体験報
告では、母親に対する自
分自身の姿を重ねて、涙
ぐんでいらっしゃる参加
者の方々もいらっしゃい
ました。その後の講演会
では、スーパーバイザー
ご自身が実践されている倫理の具体例を交えたお話しで、初めて参加された
方々でも、すぐに実践出来る倫理として、大変参考になる内容で、テーマに
相応しいものでした。 

【日時】　平成27年4月23日（木）
【会場】　オークラホテル丸亀
【参加】　141社　285名

倫理経営講演会 香川県丸亀市倫理法人会

【事業体験報告】
一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー
福岡県中洲川端倫理法人会会長
（有）アクターズ 代表取締役

【講演】
一般社団法人倫理研究所 法人局
法人スーパーバイザー

浜本　昭義 

澤　秀一郎 

事業体験報告:テーマ｢経営と親孝行社員の心、社長知らず…｣
講演:テーマ｢ここに活路あり～大転換期をいかに乗りきるか～｣

事業体験報告:テーマ｢己が変われば良い｣
講演:テーマ｢ここに活路あり～大転換期をいかに乗りきるか～｣

【日時】　平成27年3月20日（金）
【会場】   ウェディングチャペル セント・カテリーナ

　平成27年3月20日金曜日、香川県丸亀市倫理法人会
1000回モーニングセミナーがウェディングチャペル セン
ト・カテリーナにおいて開催されました。前日には、同会場
においてナイトセミナーが開催され、多数の会員が出席し
ました。講師には一般社団法人倫理研究所 新原隆一参与
をお迎えしました。

香川県丸亀市倫理法人会

一般社団法人倫理研究所　参与 新原　隆一

1000回モーニングセミナー＆経営者ナイトセミナー

　ナイトセミナーでは「理想の経営は家庭の安定から」と題するご
講話をいただきました。家庭は全生活の拠点であり、家庭の安定が
事業繁栄のもとであること、理想の家庭・社会を気付く実践につい
てお話いただきました。
　モーニングセミナーでは、「天候気候と事業の盛衰」と題し、主に
『天候気候の倫理』についてお話しいただきました。『順応』、『畏
親』という基本的考え方は大変勉強になるものでした。
多数の会員のご出席をいただき、記念すべき1000回モーニングセ
ミナーを開催することができました。ありがとうございました。

単　会　活　動　報　告

Report of event

【日時】　平成27年3月10日（火）
【会場】　トレスタ白山
【参加】　54名

　徳島文理大学講師。1969年カナダ生まれのモートン氏を招いて第400回モーニング
セミナーを開催しました。モートン氏は、「差別意識の強い外国に比べると、国籍や性
別・年齢に関係なく、すべのお遍路さんに平等に接してくれる四国遍路は世界に誇る素
晴らしい文化である。心と心がふれあう『おもてなし』の精神に感動した」と熱く語って
おられました。そして、四国の『おもてなし風土』を知らない日本人、そして、世界の人々
に伝えていくことが私
の役割だとおっしゃっ
ていました。
　四国遍路があまりに
身近すぎる私たちに、
『日本人・四国人』の価
値を気づかせてくだ
さったモートン先生、
400回記念モーニング
セミナーにふさわしい
ご講話を本当にありが
とうございました。

第400回モーニングセミナー 香川県高松三木倫理法人会

「人間の価値：日本における私の経験から」

徳島文理大学講師

モートン 常慈（モートン・ジョウジ）
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企業に倫理を!!　職場に心を!!　家庭に愛を!!

【日時】　平成27年4月13日（月）
【会場】　田村神社会館2F

設立10周年記念式典 香川県高松南倫理法人会

第一部:記念式典
第二部:パネルディスカッション
｢なぜ、高松南倫理法人会が全国第3位になれたか？｣
第三部：祝賀会

　4月13日田村神社会館で高松南倫理法人会設立10周年の記念
式典、パネルディスカッション、祝賀会が開催された。生駒学実行
委員長を中心とした役員が企画し100名の参加者を目標に準備し
た。第一部記念式典は三好正人事務長の進行で松熊秀樹香川県
幹事長の開式の言葉で始まった。内海信一専任幹事の経過報告
に続き有坂宏一中国・四国方面長の式辞、国方康夫香川県会長
の祝辞、礒村安倫高松南会長の謝辞、太田光夫監査の閉式の言
葉で第一部が閉式。第二部は細井香香川県普及拡大副委員長と
廣重由美子香川県副幹事長との司会進行で初代から現会長まで

の5名が登壇し「なぜ、高松南倫理法人会が全国第3位になれた
か？」のテーマに基づき語った。十河正信初代会長の行動指針で
ある「ぶれない、続ける、絆」を歴代会長が引き継ぎ徐々に会が発
展してゆく過程がとてもよく伝わった。第三部祝賀会は溝淵太一
副専任幹事の司会で、いつもながらのにぎやかな宴会となり、高
松南名物「たぬき踊り」を全員で踊り中締めとなった。式典113名、
パネルディスカッション118名、祝賀会94名の参加があった。

▲「開式の言葉」松熊秀樹幹事長 ▲「式辞」有坂宏一中国･四国方面長 ▲「祝辞」国方康夫県会長 ▲「謝辞」礒村安倫会長 ▲「閉式の言葉」太田光夫監査

単　会　活　動　報　告

Report of event

　4月4日（土）～5日（日）姫路城　白
浜温泉泊・高野山へ研修旅行に行って
きました。
　国宝姫路城はシラサギが羽を広げた
ような優美な姿から「白鷺城」の愛称
で親しまれています。築城から400年以
上の歳月を重ね「昭和の大修理」から
45年が経過した今、漆喰壁や上層部の
軒などに傷みや汚れが目立つようにな

研修旅行 香川県高松東倫理法人会

り、約5年半の歳月をかけて平成の大天守保存修理工
事を終えました。また「日本さくらの名所100選」の一
つでもあり、満開の桜に包まれた桜景色には感動しま
した。
　高野山は弘法大師空海によって開かれて1200年を
迎え、悠久の歴史の大きな節目に参拝しました。「奥の
院」は一の橋から御廟まで約2キロの参道で、何百年
も経た老杉がそびえ、木々の間には約20万基を超す
墓碑や供養塔が並び高野山最大の見どころです。
　バス車内でも笑い声が飛び交い、会員同士の親睦
も深め充実した旅となりました。
　　　  高松東倫理法人会　副事務長　山口　勝利

【日時】　平成27年4月24日（金）
【会場】　オークラホテル高松
【参加】　38名

　東の空が明るくなる中、凛としたベ
ルの音に包まれスタート。
　今回の講話は、有限会社井上誠耕
園の代表取締役、井上智博氏にご登
壇頂きました。
　自身の経歴を振り返りながら、地元

第950回モーニングセミナー 香川県高松市倫理法人会

有限会社
井上誠耕園　代表取締役井上　智博

や農業に対する思いを熱く語られ、中でも、「仕
事には意義があり大義名分を掲げる。それは、
世の為人の為だ」と言う言葉には、会員の皆様
が深くうなずかれていたのが印象的でした。
　まさに「倫理の本質」を語られた、ふさわしい
回になりました。ありがとうございました。

「稲盛和夫氏が教えてくれた人生の意義」



会　社　紹　介

m a n d e g a n    s a n u k i14 m a n d e g a n    s a n u k i15

14 15

企業に倫理を!!　職場に心を!!　家庭に愛を!!

株式会社 Araki
〒760-0079　香川県高松市松縄町1133-8 スプリームビル1F
TEL・FAX  087-867-3577　　
http://cake-west.com/araki/

　神戸で13年間の修行を重ね、平成23
年2月に、Patisserie Arakiをオープンし
ました。
　毎日でも食べたくなるような、美味し
くて手頃な価格のスイーツを提供するた
め常に研究と改良を続け、新作の開発
に日々取り組んでいます。
　地元の果物を使った優しい味わいの
スイーツや、素材の魅力を生かした贅沢
なスイーツまで、小さなお子様から幅広

代表取締役

(香川県高松市倫理法人会)

荒木　和夫

くの方々に喜んで頂けるお菓子作りに励んでおります。
　また、当店の着板商品でもある、パイ生地にカスタードクリー
ムをサンドした「はねフィーユ」はお客様の声から作った商品のひ
とつです。ミルフィーユは美味しいけど値段も高く食べにくい、作
るのにも手間がかかります。これをもっと食べやすく安価ででき
ないかという考えから生まれました。
　特別なものではなくて、気軽に口にできるスイーツを今後も提
供して行きたいと思っております。

有限会社 岡田工業
〒766-0001　香川県仲多度郡琴平町1257-1
TEL0877-75-2689
FAX0877-75-3282

専務取締役

(香川県善通寺琴平倫理法人会)

岡田　実

庭デザイン カゼモニワ
〒761-0443　香川県高松市川島東町488
TEL/FAX　087-848-1994　　
niwa.sakutei-tisi.com

　カゼモニワでは自然樹形をベースに
した庭造りをしています。
　私はもともと芸術大学大学院で彫
刻を学び、芸術家として活動をしてい
ました。あるきっかけから造園の仕事
を始め、後の師匠となる人と出合い、
庭の世界のすばらしさに感動し、今に
至ります。私の美術作品との大きな違
いは、庭は生活に密着した空間作りで

代表

(香川県さぬき市倫理法人会)

多田　弘

あり、植物は成長し、四季を通じて変化していくことです。
　そして、自問自答しながら形作る美術作品とは違い、お客様との
会話によって生みだされる造形であることに、とても魅力を感じて
います。弟子時代に「庭造りはShowや」と師匠に教わりました。お
客様によろこびや感動を感じてもらわなければならない、という意
味であり、今でもその言葉は私の心に刻まれています。
　屋号の「カゼモニワ」は「風も庭の一部」という意味です。片仮名
にしたのは日本人が考えたオリジナルの文字だからです。風を感じ
るオリジナルの庭、人と植物がここちよく共存できる空間をテーマ
に庭造りをしています。

合同会社 四国統合医療研究所
〒765-0011　香川県善通寺市上吉田町4-4-2
TEL 0877-62-0551
FAX  0877-85-5067　　

　ありがとうございます。
当社は（合）四国統合医
療研究所と申します。字
の通り、統合医療をお客
様に提供するところで
す。統合医療って何？西
洋医療以外の医療で
す。って何？
　例えば、自律神経免疫
療法、Oーリングテスト、
カラー療法、炭酸泉浴、
バイオレゾナンス、オーラ

所長

(香川県丸亀市倫理法人会)

藤田　麻希子
ソーマ、カイロプラ
クテイック、食事療
法等 を々現在提供し
ております。P.E.T等
で検査するのではな
く、Oーリングテスト
等体に優しい検査
方法や苦痛を与えない治療を目指しています。
　又、国や県の委託を受けて、介護職員の養成事業も行ってお
ります。会社の基本理念である、利他と愛の精神で行動し、お
客様、我らスタッフ一同、お取り引き先様の限りない繁栄のもと
に地域社会に貢献いたしますをモットーに頑張ってまいります。
今後ともどうそ宜しく御願い申し上げます。

　弊社は、昭和30年に岡田鉄工所を父
が設立。当時の仕事は鍛冶屋から始ま
り、旋盤加工などお客様に応えていろ
いろな仕事をしていました。昭和63年 
有限会社岡田工業と社名を変更、弟の
常務と一緒に鉄骨構造物設計施工、一
般建築業を営んでいます。
　またステンレス・アルミ溶接加工・ト
ラックの仮装・同じ製品を作ってもどこ
か一味違う、魂の入った物を作ろうと心
掛けております。

Company visit


