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編集後記E ditor's note
　平成27年度最後の「まんでがん」です。紆余曲折ありました

が、各単会・各委員会の皆様の御協力で何とか無事一年間発行

できました。倫友の皆様の益々のご発展を祈念いたします

　一年間本当にありがとうございました。

　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　   広報委員会
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企業に倫理を!!　職場に心を!!　家庭に愛を!!

The chairman s̓ greeting
会　長　挨　拶

　昨年9月に会長を拝命してから1年が経ちました。「明
るいモーニングセミナー」をモットーに努めて参りまし
たが、お蔭さまで役員の方々の献身的な働きで会の運
営が滞りなく行われてこられましたことに、本当に感謝
を申し上げます。「人づくり」「形づくり」「内容づくり」と
いう方針で進めて参りました。6月の強化月間には40名
を超える多くの参加者がモーニングセミナーに来てくだ
さいました。「倫理法人会の使命は企業の発展とご家
族、社員のみなさんの幸せの実現」と思っています。そ
のために経営者自らが倫理を学んで成長し、その影響
を及ぼしていくことが大切なことだと思います。平成28
年度も新しい役員の方 と々共に歩んで参りたいと思い
ます。どうかよろしくお願いいたします。

「会長拝命から1年」

香川県高松市倫理法人会

会長　田中　克明

　残暑がまだまだ厳しい中、皆様におかれましては益々
のご健勝、ご活躍のこととお喜び申し上げます。
　香川県丸亀市倫理法人会に於きましては、今年３月
に大きな節目となる１０００回モーニングセミナーを無
事に開催する事が出来ました。これも諸先輩方の功績
と会員の皆様のご尽力によるものだと感謝しておりま
す。
　今後も倫理の教えを基本に、素直な気持ちで取り組
み実践し皆様の会社の発展と豊かな心の人作りを目指
していきたいと思います。
　モーニングセミナー及び倫理法人会活動に是非一人
でも多くの方にご参加して頂きたいと思います。どうぞ
宜しくお願い申し上げます。

「 さらなる
　　　躍進を！！」

香川県丸亀市倫理法人会

会長　白川　洋一
　人口減少から平成２２年４月に過疎地域に指定され
た東かがわ市。そして東かがわ市倫理法人会のモーニ
ングセミナー会場として使わせていただいた「三本松ロ
イヤルホテル」が今年１１月に廃業される。少子高齢化
の波は当地にもその影響を表しています。将来に対して
不安材料を数えれば何の苦も無く多く見出せるこの頃
です。
　栞には「苦難は幸福の門」と言います。目の前の閉塞
感のある中でも、幸福に入る門がそこにあるという。今
年こそ自己変革の時ととらえ会員拡大の普及や倫理の
実践を進めたい。最初から毛嫌いしないで、今、目の前
にあるハードルをはっきり見つめて、越えて来なかった
課題をきっちり見つめて実践しよう。「苦難は幸福に入
る狭き門である」と信じて。

「幸福の門」

香川県東かがわ市倫理法人会

会長　赤山　芳隆
　倫友の皆様、こんにちは。日
頃は倫理法人会活動にご理解
とご協力をいただきまして誠にありがとうございます。
　今年度「会長」というお役をいただきました草薙順彦
です。間﨑前会長をはじめ、初代、2代目、3代目会長が
培ってきました「明るく元気な坂出市倫理法人会」を継
承しつつ、会員皆様が喜んで勉強、実践できる場に、ま
たどんな時も常に笑顔で前向きに進んでいけるような
「会」の活動運営に努めます。 
　私自身、この会に入会して気づきを得られたこと、助
けられたことが多々あります。会員の皆様にもっと深く
倫理法人会のことを、知っていただき、自分自身の成長
の場として活躍していただけるよう願っています。なに
ぶん私自身浅学非才ですので、皆様と共に学び、成長
していけるよう精進いたしますので、どうぞよろしくお願
い申し上げます。

香川県坂出市倫理法人会

会長　草薙　順彦

　本年28年度より、三豊倫理法人会会長として任命い
ただきました。この大任に、私でいいの？。でも、世に無
駄な事は来ないのでは、何か自分へのメッセージを届け
てくれているのではないか…。
　ヨシ、では「朝から元気な挨拶、やる気の三豊」となり
それを目指し、三豊の倫友さん達と楽しく活動させてい
ただこうと決めました。 
　藤村会長からバトンを引き継ぎ、3年後、次の会長へ
お渡しするときには、会員180社にする、MSでは会場
いっぱいにしたい、いつも50人くらいの参加者、そして
MSで元気になって帰っていただきたい。
　そう夢を描き、願い、真鍋専任幹事、竹内事務長、そ
して、三豊をさらにビックにしてやろうとの心ある役員さ
ん、会員さんに守られて、三豊は進んで行きます。

「元気な挨拶
　　やる気の三豊」

香川県三豊倫理法人会

会長　森　郁恵

　平成28年度会長を拝命いたしました福島秀孝です。
高松東倫理法人会は、平成27年で15周年を迎えまし
た。歴代会長の方針として親睦旅行を始め運動会やゴ
ルフ・海でのレジャーや飲み会に至るまで様々な形で
の親睦を実行して参りました。
　これからの単会方針といたしましても会員相互の親
睦を主に運営をしていきたいと思っています。現在の会
員数160名の内30名前後のMS出席を1名でも増やすこ
と・出席してくださった会員様を気持ちよくお迎えする
こと・リクレーションの企画やよりよい講師派遣のお願
いなど、しなければいけないことは多くありますが、1つ
からでも実現できるよう努力いたします。

「会員相互の親睦」

香川県高松東倫理法人会

会長　福島　秀孝

　企業の健全発展が社会基盤の安定に貢献するとの認識のもと、設立20周年を迎える今年度も「企業に倫理を、職場
に心を、家庭に愛を」を理念として「日本創生10万社」に相応しい組織体制の構築を目標に頑張ります。
　そのため、法人局活動方針に則り、引き続き、単位倫理法人会の活性充実を最優先に、各種活動を展開する。普及
体制は、「堅実な普及活動による確実な成果」の方針のもと、全役員が一丸となって組織の拡充を図りたいと思います。
　活動の重点として、以下の3点を柱とし内外に向けて倫理運動を積極的に推し進めていきたいと考えております
•個々の実践力の強化により、事業、家庭、地域社会に良い影響を与える「人づくり」
•信頼ある絆づくりと「正倫理法人会の資格維持及び復帰」を目指す「形作り」
•「純粋倫理学習の充実・深化」と「使命感の進化」を図る「内容作り」
継続的な拡充へ向けた組織発展を目指すため、各単位倫理法人会皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

「楽しい会と拡充ひとすじ」

香川県倫理法人会 会長　国方　康夫

「いつも笑顔で
         明るく元気」
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企業に倫理を!!　職場に心を!!　家庭に愛を!!

The chairman s̓ greeting

　平成２８年度 香川県善通寺琴平倫理法人会の方針
は、「つなぐ」です。
　「つなぐ」とは、夢をつなぐ・想いをつなぐ・人をつな
ぐ・気持ちをつなぐ・ひとつにつなぐなどがあります。
　私は、今年度が会長最終年度です。中野県相談役・
杉上相談役が私に想いをつないでくれたように、私もい
い組織を創り、次の会長へと夢をつなぎます。
　朗らかで明るいこの会をいいカタチでつなぐ為にも、
皆様と共にこの一年間共躍します。ご指導ご協力、宜し
くお願い致します。

「つなぐ」

香川県善通寺琴平倫理法人会

会長　川上 正城

「若者を次世代の為に育てる」
香川県高松南倫理法人会

会長　礒村　安倫

　平成28年度が始まりました。本年さぬき市は組織の
充実を目指し毎日コツコツと普及に努めます。全会員の
皆様に喜んで頂ける様、モーニングセミナーの充実に徹
します。又、日頃出席しにくい方々に倫理経営講演会や
親睦事業等に参加して頂き伴を作る事により退会防止
にも役立てていきたいと思います。
　入会して良かった！モーニングセミナーに参加して良
かったと評価して頂き、さぬき市らしさを継続してまい
りたいと思います。本年も精一杯頑張りますので宜しく
お願い申し上げます。

「充実の実践を」

平成28年度　香川県倫理法人会　役員運営委員会組織図

香川県さぬき市倫理法人会

会長　米田　均

会　長　挨　拶 委　員　会　組　織　図

　高松南倫理法人会３期目を
拝命いたしました礒村安倫で
す。私は今期、高松南のキーワー
ドを『若者を次世代の為に育て
る』と考えております。今日本の中小企業では後継者不
足の為に黒字にもかかわらず倒産している会社がありま
す。また後継者がいるにもかかわらず後継者教育の方
法が分からずに困惑している社長がいます。倫理法人会
活動指針では、『倫理の学習と実践の場を提供し、より
よい生活習慣とゆたかな人間性をそなえたリーダーを養
成する。』と書かれています。若者は経験豊富な経営者
と世代間格差なしに学ぶことにより多くの困難対策を
実学として学び、将来そのような困難にぶち当たること
になろうともアドバイスを活かし対処ができます。また
経験豊富な経営者は若者と向き合うことにより自社に
おける後継者の育成できる実践学習の場となります。
毎週木曜日田村神社朝６時より学びを尊しとする志の
高い方々がみんなで場を大切にして互いの切磋琢磨で
自己成長に励む、これこそが高松南倫理法人会です。
今期も高松南をみなさんよろしくお願いします。

「一歩、一歩、前進」

香川県高松三木倫理法人会

会長　細井　高志

　皆さんこんにちは。まず、こうして新しい年度を皆さ
んと迎えることが出来、心から感謝とお礼を申し上げま
す。昨年度は倫理活動を通じて、家庭に、職場に、充実
した年だったのではないでしょうか。
　会長を拝命して3年目、倫理の学びと実践の中で壁
にぶつかり、会長としてまだまだ未熟でありますが、解
決できない問題は自分に課せられない。必ず出来ると
信じて、最後の１年間進んでまいります。本年度は、会
員さんのためになる運営を中心に行います。ＭＳの充
実、新しい仲間づくり、「高松三木倫理法人会を発展し
ていきたい。」ぜひともお力をおかし頂きたい。
　そして本年度が記念すべき年になるよう、全会員一
丸となって頑張って行きましょう。

Organizational chart
【目的】委員会制度は、役員の役割を明確化する事により、香川県倫理法人会活動への参加意義を啓発し、行事の活性化を図る。

【各委員会の名称及び役割】

国方　康夫　会　長
由佐　紹二　副会長
山本　和夫　副会長
森　　勝一　副会長

由佐　紹二　委員長
山本　和夫　委員長
森　　勝一　委員長

二川　正志　相談役
中野　吉貫　相談役

浜田　恵造　顧問

設立20周年実行委員会

松熊　秀樹　幹事長
兼間　達郎　副幹事長

天野　勝弘　監査
細川　和彦　監査

東原　寛二　委員長
三浦　一也　委員（高松市）

土屋　裕美　委員（丸亀市）

秋山　益廣　委員（三豊） 

菊地　千栄　委員（高松東）

新居　直子　委員（東かがわ市） 

石井　清英　副委員長
岡田　文明　委員（坂出市）

北谷　勇雄　委員（高松南）

三野　　聡　委員（高松三木）

宮野　博光　委員（善通寺琴平）

砂川　昌幸　委員（さぬき市）

平賀　伸明　事務長
辻　　佳宏　副事務長

【任期】
会長の任期は3年を限度とする。
会長以外の役員の任期は1年とし再任を妨げない

【委員会制度の実施】
平成27年9月1日から実施する。

香川県倫理法人会
役　員　会

普
及
拡
大
委
員
会

岩部　昭浩　委員長
山下　知彦　委員（高松市）

藤田麻希子　委員（丸亀市）

守谷　　通　委員（三豊）

久米　　壽　委員（高松東）

桑島　　功　委員（東かがわ市） 

薮内　零士　委員（坂出市）

古川　芳一　委員（高松南）

図子　　泰　委員（高松三木）

吉田　光恵　委員（善通寺琴平）

網　千代美　委員（さぬき市）

モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
委
員
会

松浦　孝誠　委員長
前田　委伸　委員（高松市）

金崎　真一　委員（丸亀市）

細川　嘉彦　委員（三豊）

上原　要一　委員（高松東）

昌山晃一呂　委員（東かがわ市）

好井　優明　委員（坂出市）

萩池　義信　委員（高松南）

太田　勝英　委員（高松三木）

氏家　孝志　委員（善通寺琴平）

出口　武志　委員（さぬき市）

研
修
委
員
会

二川三四郎　委員長
東條　倫博　委員（高松市）

金丸　　誠　委員（丸亀市）

竹内美津代　委員（三豊）

米子幸一郎　委員（高松東）

熊田　輝司　委員（東かがわ市） 

谷澤 　友紀　委員（坂出市）

山本誠一郎　委員（高松南）

蒲生　 幸代　委員（高松三木）

喜田 　浩一　委員（善通寺琴平）

川西　 弘城　委員（さぬき市）

朝
礼
委
員
会

吉井　正人　委員長
武田　康裕　委員（高松市）

岡崎　伸基　委員（丸亀市）

大西　節子　委員（三豊）

濱田　吉隆　委員（高松東）

松浦　清貴　委員（東かがわ市） 

寺主　吉輝　委員（坂出市）

樋口　　満　委員（高松南）

宮井　剛史　委員（高松三木）

水原　　弘　委員（善通寺琴平）

多田　啓祐　委員（さぬき市）

広
報
委
員
会

三井　陽子　委員長
森　　久美　委員（高松市）

多田　町子　委員（丸亀市） 

喜井　博恵　委員（三豊）

髙橋　　渚　委員（高松東）

比嘉　笑子　委員（東かがわ市）

白井　京子　委員（坂出市）

福井はつ恵　委員（高松南）

山路　静江　委員（高松三木）

竹内　眞理　委員（善通寺琴平）

松本久美子　委員（さぬき市）

女
性
委
員
会

長友　英司　委員長
木村　潤二　委員（高松市）

髙木　　忠　委員（丸亀市）

真鍋　敦行　委員（三豊） 

山田　祐司　委員（高松東）

永峰　猛史　委員（東かがわ市）

杉本　光年　委員（坂出市）

渡邊　恵子　委員（高松南）

蒲生　宰実　委員（高松三木）

松浦　祐典　委員（善通寺琴平）

二川大治郎　委員（さぬき市）

青
年
委
員
会
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Report of event

【日時】　平成27年8月7日（金）
【会場】　オークラホテル高松
【参加】　100名
　平成27年度は、倫理研究所法人局より3年間の総
括として、拡充発表会を企画いたしました。発表内容
は、1.「人作り」について、幹部役員の資質向上とな
る役員朝礼コンテストを行いました。また、幹部研修
目標平均参加者人数の達成経過報告も行いました。
2.「形作り」については、平成27年度1,251社達
成報告会を開催し、目標会員社数達成単会の
表彰、及び会員純増表彰を行いました。
3.「内容作り」については、3年間の取り組みの
発表を行いました。
　懇親会を含めて、長時間となりましたが日頃
の労をねぎらい合い次年度以降につながる良
い情報の共有をはかることができました。

平成27年度拡充発表会 香川県倫理法人会

▲「挨拶」国方康夫会長

▲役員朝礼コンテスト

▲「幹部研修目標参加者数達成経過報告」松浦孝誠研修委員長 ▲「1251社達成経過報告」西内三悟普及拡大委員長

▲目標達成賞の受賞単会 ▲純増賞の受賞単会

▲「乾杯」一般社団法人倫理研究所
法人局参事　大西国夫 法人アドバイザー

▲「中締」徳永法人アドバイザー

▲「総評」一般社団法人倫理研究所 法人局普及事業部
次席 中国・四国方面　那須 隆 方面長

▲朝礼コンテスト発表

優勝は丸亀市倫理法人会、2位は高松南倫理法人会、
3位は高松東倫理法人会でした。

委　員　会　活　動　報　告

Activity report
モーニングセミナー研修
　モーニングセミナー委員会では、各単会倫理法人会モーニングセミナーに出席
してともに研修を行い、応援するという視点でお伝えすることがＭＳ委員の役割
と心がけ「責め心のない厳しさ」で取り組んでいます。

　凛とした雰囲気の中で
の役員朝礼が役員ひとり
ひとりの意識の高揚に繫
がっているようです。役割
は委員会ごとに分担され
ていて全員で運営してい
ると言う感が伝わってき
ます。
　思いやりのある会長挨
拶は好感が持て心地よく
感じられました。出席者も
多く活気のあるモーニン
グセミナーでした。

出席35社49名
(内モーニングセミナー委員会からの出席6名)

第8回モーニングセミナー研修
【日時】　平成27年5月8日（金）
【会場】　オークラホテル丸亀

香川県丸亀市倫理法人会

　お出迎えや受付の方の
明るい笑顔が全体の雰囲
気をよくしています。
　会長が率先して明るく
大きな声でお出迎えされ
ている姿が役員のお手本
になっているようです。会
の進行もスムーズですし
また連絡事項は分かりや
すく安心感があります。ま
た参加したいと思える素
晴らしいモーニングセミ
ナーでした。

第9回モーニングセミナー研修
【日時】　平成27年6月3日（水）
【会場】　ホテルサンルート瀬戸大橋

香川県坂出市倫理法人会

　お出迎え時に一声かけ
られるのが好印象です。
　役員の方々の出席者へ
の気配り心配りがよく伝
わってきます。
　役員朝礼のチェックも
的確でした。会長挨拶は
要点をきっちりと話されて
いて存在感があり会場の
空気も引き締まって感じ
られました。満席のモーニ
ングセミナーとなり活気
がありました。

出席35社36名
(内モーニングセミナー委員会からの出席7名)

第10回モーニングセミナー研修
【日時】　平成27年7月4日（土）
【会場】　琴平パークホテル

香川県善通寺琴平市倫理法人会

出席30社31名
(内モーニングセミナー委員会からの出席6名)

▲「役員朝礼コンテスト」岩部昭浩MS委員長
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Activity report
委　員　会　活　動　報　告

【日時】　平成27年7月14日（火）
【会場】　大渚亭　本館

【日時】　平成27年8月1日（土）
【会場】　高松国分寺ホール
【参加】　116名

【日時】　平成27年5月13日（水）
【会場】　ウェディングチャペル セント・カテリーナ
【参加】　7社　24名

【日時】　平成27年6月13日（土）
【会場】　高松国分寺ホール
【参加】　5社　123名

【日時】　平成27年5月19日（火）
【会場】　香川産業頭脳化センター
【参加】　4社　7名

【日時】　平成27年6月18日（木）
【会場】　琴平パークホテル
【参加】　5社　27名

幹部研修
香川県高松東倫理法人会

丸亀市倫理法人会　 高松三木倫理法人会 善通寺琴平倫理法人会

【研修】　一般社団法人倫理研究所
              参与　田形　健一
・幹部研修テキスト　平成27年度版
・第5講「倫理法人会憲章の理念」
【出席人数】役員総数29名中13名出席

朝礼研修

第4回活力朝礼コンテスト

青年委員会倫理塾
第一回卒塾式

　以上の3単会の朝礼研修が実施されました。
　今年度から導入した朝礼マスターによる指導も年度後半になり、スムースな進行、熱の入った実習指導が見られました。研修
に参加された方々も、「大きな声が出るようになった」「元気になった」「自然に笑顔になった」「気持ちよかった」等々　終了時に
はスッキリ明るい表情で会場を後にしました。今後も、一人でも多くの方々が参加してもらえる朝礼研修を開催してゆきます。

　昨年、12月より始まった香川県倫理塾の
8ヶ月にわたる集大成の卒塾式が、国分寺
ホールで盛大に開催されました。
当日は、各単会より塾生の晴れ姿を見よう
と、大勢の応援の方が駆けつけてくれまし
た。塾生のヒストリービデオ上映に始まり、
挨拶、卒塾証書授与、記念講演が第一部と
して行われました。第二部は、各単会での卒
塾生の決意発表及び単会のPRが行われま
した。
　今回イベントの目的として、卒塾生の決
意を練固める場を作るという目的と、その
様子を見ていただき各単会の活性化、普及
拡大につなげるという目的があります。
塾生の熱い思い、夫婦、親子、会社、倫
友・・・、色んな方からの激励のメッセージ、
そして、感動のサプライズなど涙なくしては
語れないそれぞれの塾生にとってかけがえ
のない場となりました。
　本当に倫理塾を通して、われわれ青年委員

は生駒学税理士事務所、3位は㈱Santeに決まった。
いずれのチームも、それぞれの特色を出し、笑顔と活気に満
ちた朝礼を披露した。
　また、特別参加となった香川県倫理塾第一期生も　卒塾
を約一ヶ月後にひかえ、熱い朝礼を披露をした。終了後には、
記念撮影とともに、
次回に向け朝礼に磨
きをかけてゆくこと
を誓い合っていた。な
お、当日は地元のテ
レビニュースでも「朝
礼で企業を元気に」
と紹介された。

　6月13日、国分寺ホールで第４回活力朝礼コンテストが開
催された。123名
　出場企業は5チーム、これに香川県倫理塾第一期生の
チームが加わり、活力あふれる独創的な朝礼を披露した。
審査の結果、優勝の栄冠は　医療法人高樹会 ふじた医院。
前回準優勝から見事にリベンジをはたし、優勝となった。2位

▲「2位」 生駒学税理士事務所 ▲「3位」 ㈱Ｓａｎｔｅ

▲「優勝」 医療法人高樹会 ふじた医院

平成27年度香川県倫理法人会

会を含めて皆さんが貴重な体験をする
事が出来ました。今回の経験と実績を
活かして、これから、さらに青年委員会
の活性化させ、倫理法人会全体の活性
化につなげていきます。関係者の皆様、
本当にありがとうございました。
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行　事　報　告

【日時】　平成27年5月13日（水）
【会場】　田村神社会館
【参加】　86社　104名

日々実践中。
　丸本敏文首都圏方面副方面長の講
演は本来の企業のあり方、活路を見出
すためには「捨てる」ことの大切さ、そ
して「倫理経営」とはどのようなこと 
なのかを数々の事例や明快な解説で
話した。
その後、懇親会では高松南恒例のタヌ
キ踊りで会場は多いに盛り上がった。

Report of event
倫理経営講演会 香川県高松南倫理法人会

事業体験報告:テーマ｢経営に生かせ、倫理の力｣
一般社団法人倫理研究所 法人レクチャラー　大阪府倫理法人会　会長
ニワダニネットワークシステム株式会社　代表取締役　 木 村　雅
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～｣
一般社団法人倫理研究所　法人局普及事業部 首都圏方面　副方面長 丸本　敏文

【日時】　平成27年5月20日（水）
【会場】　琴弾荘
【参加】　93社　197名

倫理経営講演会 香川県三豊倫理法人会

事業体験報告:テーマ｢倫理で学んだ万象我鏡｣
一般社団法人倫理研究所 法人レクチャラー　熊本県倫理法人会　幹事長 山本　浩
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～｣
一般社団法人倫理研究所 法人局普及事業部　次席 関東・甲信越方面　方面長 荒木　良仁

　木村雅法人レクチャラーによる事業
体験報告は、様々な苦難に出会い、思
い切って倫理経営を目指した結果、会
社は順調に回復し、以前とは見違える
程の会社となった過程を話した。倫理
法人会へは義理で入会、何の期待もし
ていなかったが、会社の業績が最悪と
なりある日、 倫理指導を受け「自分の
人生を生きなさい」と言われ、課された
実践体験が倫理経営への決意を固め
た。「人の喜び我喜びという人生」を

　山本浩法人レクチャラーの事業体
験報告は、倫理体験が中心の内容で、
言葉も間合いも聴きやすかった。
　荒木良仁方面長は、水行は自分を変
える最良の方法・滝行は人格を高める
最良の方法など、汗が出るほど真剣に
話し、あっという間に時間が過ぎた。
　現状「大転換期をいかに乗り切る
か」の話を我々が勉強・理解し自分の
生き方に咀嚼して、他人に伝える話が
できればこれからの普及に繋がると思
います。

【日時】　平成27年5月25日（月）
【会場】　三本松ロイヤルホテル
【参加】　71社　98名

倫理経営講演会 香川県東かがわ市倫理法人会

事業体験報告:テーマ｢倫理指導を受けて・・・Ⅰ｣（破約失福）
一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー　株式会社エイジス　代表取締役 川﨑　隆男
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～｣
一般社団法人倫理研究所　参与 井上　茂勝

【井上茂勝様】
倫理講演会では「ここに活路
あり～」26日には「社長のち
から」と題して熱く語ってい
ただきました。会社は社長次
第。家庭は親次第。「ちから」
とひらがなで敢えて書いてい
ます。大きな声を出す社長も
いれば、物静かで着実に業績
を伸ばしている社長さんもい
ます。社長の自分を成長させ
て、自らが内側を変える、そこ
に根本的な力があります。そ
れぞれが置かれている状況で
ちからを発揮してほしい。

【川﨑隆男様】
家族の事、奥さんが四度流産
され、その後に出来たお子さ
んが、障害を持った子として
育ってゆく過程を話されまし
た。家族の事で倫理指導を受
け、その時の指導は「あなた
に責任ですと・・」自分の行動
に指摘されるとは思っていな
かった事。また更に、養子縁
組を受け入れて、義母に謝罪
しなさいと言われ、実行した
こと。倫理指導を素直に受け
入れられた勇気ある生き方に
沢山学ばせて頂きました。

【日時】　平成27年6月18日（木）
【会場】　ウェディングチャペル セント・カテリーナ

ナイトセミナー・モーニングセミナーを拝聴して 香川県丸亀市倫理法人会

一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー

河合　伴治

　平成18年に倫理法人会に入会してすぐ
に幹事になり、平成20年に体操の内村航
平選手の一言からブラックサンダーが大
ヒット、平成23年に20,000坪の新工場を
建設、平成24年のロンドンオリンピックで
内村選手が金メダルを獲得し売り上げが

2.5倍と、伺うと「なんと運のいい」とつい思ってしまいます。
　けれど、①倫理法人会入会直後に朝礼研修を体験、社内での朝礼の実践による若い社
員の活性化。②富士高原研修所での「恩の遡源」からお父様への一日通信。③奥様への一
方通行の挨拶を1000日間実践。その他、工場長との確執、若い社員との付き合い方等々。2
月の坂出市の倫理経営講演会で拝聴し、今回のナイトセミナー・モーニングセミナーで再度
お聞きして、「実践すると天の筋書きに乗れる」と河合法人レクチャラーが語られたように
「倫理はやっぱり実践なんだ」という事を再認識すると共に倫理の実践の凄さを実感しまし
た。大変お忙しい中、貴重な2日間お話を拝聴させていただき、ありがとうございいました。
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Report of event
単　会　活　動　報　告

【日時】　平成27年7月7日（火）
【会場】　JRホテルクレメント高松
【参加】　109社　124名

設立15周年記念式典 香川県高松東倫理法人会

【日時】　平成27年7月20日（祝）16：00～
【会場】　三木町井上2407-2（USE有限会社）
【参加】　38名

夏だ！激うまバーベキュー大会 香川県高松東倫理法人会

第一部:記念式典
第二部:記念講演｢株式会社における目指すべき後継者像｣

第三部:祝賀会

は、中村幹事の奥様のフラダンス、髙橋渚幹事
とその仲間たちのよさこい踊りと会に花を添え
るアトラクションもありました。
　そして、最後の締めは高松東では名物となって
おります新開会長の「ハッピー！」三連唱で終わ
りました。また５年後を楽しみに。

　香川県高松東倫理法人会・レクリエーション部では、会員様同士の交流・親睦を
深めて頂く活動の一環として、行事を企画しました。

【15周年の歩み会長挨拶】 
　「おかげさまで１５周年～会員の皆様へ感謝
を込めて～」
　このテーマキャッチコピーがわたくしの偽らざ
る真意を表すものです。私事ではございますが、
会長を勤めさせていただき、２年と１１ヶ月、来月
いっぱいで任期を終了いたします。任期の間で、
１５年という節目を迎えられたこと、なんとあり
がたいことか！と万感の思いです。本当に１５年
間支えていただいた会員の皆様、そして関係者
各位に 厚く御礼を申し上げます。
香川県高松東倫理法人会　会長　新開精治

一般社団法人倫理研究所 法人特任研究員　株式会社ヒカリ　相談役 津島　晃一

▲「講演」津島晃一法人特任研究員▲「経過報告」福島秀孝専任幹事

お　し　ら　せ I N F O R M A T I O N

会員
様は

出演
無料

　高松東倫理法人会　設立１５周年記念式典が、その設立日である７月７日にJRホ
テルクレメント高松にて盛大に執り行なわれました。
　「おかげさまで１５周年　～会員の皆様に感謝を込めて～」をメインテーマに、第
一部　式典、第二部　記念講演、第三部　祝賀会、の三部構成で、高松東の会員の
皆様を中心に、県下の倫友の方々も参加いただき、124名程お集まりいただきまし
た。
　記念講演は、われら香川県倫理法人会の生みの親といえる津島晃一氏に「株式
会社における目指すべき後継者像」をテーマにご講演をいただきました。祝賀会で
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有限会社 瀬戸内マリン
〒769-1406　香川県三豊市仁尾町仁尾辛１-４
TEL 0875-82-2675
FAX 0875-82-2707
ホームページhttp://www.s-marine.jp
ブログ http://ameblo.jp/setouchi-marine/

代表取締役

(香川県三豊倫理法人会)

真鍋　敦行

田んぼ屋たなか
〒769-2705　香川県東かがわ市白鳥2037-3
TEL 0879-24-0329
FAX 0879-24-0329
http:/www.tanboyatanaka.com/company.htm

代表

(香川県東かがわ市倫理法人会)

田中　孝博

株式会社 猪熊農園
〒762-0012　香川県坂出市林田町2308番地
TEL 080-3926-9244
FAX 0877-47-1654

　当社は坂出市の瀬戸内海に面した場所、瀬戸
大橋が見える地で農業を営んでおります。
　20代・30代の若手スタッフが中心となり露地
野菜の栽培に取り組んでいます。販売はJAと協
力し主に京浜・京阪神の市場へと出荷されていま
す。その分より良い品をおいしく育てることに集
中して取り組むことができています。
　「人間尊重」「自然との調和・共生」「農業の未
来への継承」の3つを経営の柱としスタッフ一同
がんばっています。

代表

(香川県坂出市倫理法人会)

猪熊　貴志

株式会社 丸久自動車
〒761-0313　香川県高松市下田井町519番地
TEL 087-847-6003
FAX 087-847-8881
www.maruhisajidousya.jp

　私の事業所は高松市の郊外さぬき
東街道沿い下田井町になります。若
かった両親が自動車の修理販売業と
して創業し以後半世紀の間に事業所
も移りましたが18年前より現在地を
本拠として営業しております。この新
道沿いは同業他社様もかなり充実さ
れているいわゆる激戦区ですが、ここ
で活動できる事は苦難福門：障害物
競争後の爽快感が楽しみとワクワク
気分で受け止めております。

代表取締役

(香川県高松東倫理法人会)

久保　良樹

　昔ながらの丁寧な仕事
が売りですが、消費者目
線で常に「自分が購買す
る側/修理を頼む側だった
らどう選択するか？」自問
自答しながら展開する事
を心掛けております。
　他社に比べて劣ってい
た「若い力」の拡充に数
年前より特に注力し、途上ではありますが「目前の小さな実践が
やがて大きな生成発展のうねりを呼ぶ」日が来る事を夢見て24
歳迄の8名を始め若手社員の育成をしております。毎朝の朝礼で
は「お客様に気持ちの良い挨拶こそ上質のおもてなしの第一歩」
と諭しています。

　香川県の一番東で、山
と海に囲まれ環境に恵ま
れた土地で農業をしていま
す。農業高校を卒業して21
歳で、1年間の派米実習を
経験しました。以後40年間
農業に従事してきました。
しかし近年は気候変動に
よる、自然災害の多発、甚
大な被害が出ている。

Company visit

　また一方では農政改革による、農業・農村改革 の大きな変化・スピードの速さ
が危惧される。この農業改革は市場原理の導入による自由競争の農業社会を作
ろうとしている。
　これからの農業は、時代の変化に対応・順応することはもちろん、ちいさな農
家だからできることを大切にお客様の声を聴き、笑顔になれる農産物を作って
行きたいと思っています。

　私の事業所は高松市の郊外さぬき
東街道沿い下回井町に在ります。若
かった両親が自動車の修理販売業と
して創業し以後半世紀の聞に事業地
も移りましたが、18年前より現在地を
本拠として営業しております。この新
道沿いは同業他社様もかなり充実され
たいわゆる激戦区ですが、ここでの活
動は苦難福門:障害物競争でのスリリ
ングなレース展開とワクワク気分で受
け止めております。

　昔ながらの丁寧な仕事が売りですが、常に消費者目線で「自分
が購入する側/修理を頼む側だったらどう判断するか?」 自問自答
しながらご提案する様心掛けております。
　他社に比べて遅れていた若い力の拡充にも数年前より特に注力

し、途上ではありますが「目前の
小さな実践がやがて大きな生成
発展のうねりを呼ぶ」日が来る事
を夢見て24歳迄の8名を始め若
手社員を育成しております。朝礼
では「会社は人生の道場。ここ
で、しっかり自分を磨こう。挨拶
はその第一歩」と毎日檄を飛ばし
ています。


