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Member exchange
会　員　交　流

編集後記E ditor's note
　日毎に、早朝の清浄な空気が心地良くなって参りました。

今回のまんでがんも、各単会広報委員長並びに事務局の皆さまに、多大

なるご協力をいただきながら発刊にこぎつけることが出来ました。心よ

り感謝申し上げます。今後とも皆様方の温かいご支援を、お願いいたし

ます。ありがとうございました。                                          広報委員会
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香川県三豊倫理法人会
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New Official position person

役　員　辞　令

平成28年度

第一部

開式の言葉

国歌斉唱

役員辞令交付式

“県”会長辞令

研修委員長 松浦　孝誠

副会長 由佐　紹二

一般社団法人倫理研究所　参与 中西　浩
会長 国方　康夫

一般社団法人倫理研究所法人局普及事業部主事
中国・四国方面　副方面長

会長 国方　康夫

田島　康賢

高松市　会長 田中　克明
丸亀市　会長 白川　洋一
三豊　会長 森　　郁恵
高松東　会長 福島　秀孝

東かがわ市　会長 赤山　芳隆
坂出市　会長 草薙　順彦
高松南　会長 礒村　安倫

高松三木　会長 細井　高志
善通寺琴平　会長 川上　正城
さぬき市　副会長 川西　弘城

進行

普及拡大委員長 東原　寛二

27年度幹事長 松熊　秀樹

相談役 二川　正志

相談役 中野　吉貫

進行

青年委員長 長友　英司進行

会長挨拶

決意発表

方面長挨拶

日本創生の詩　斉唱
閉式の言葉

役員辞令交付式

第二部 平成27年度行事・会計監査報告

第三部 懇　親　会

懇　親　会

香川県倫理法人会役員辞令交付式

開会の言葉

平成27年度　行事報告
27年度事務長 細川　和彦平成27年度　会計報告
27年度監査 中川　武雄

一般社団法人倫理研究所法人局参事　法人アドバイザー 徳永　孝明

一般社団法人倫理研究所　参与 中西　浩
一般社団法人倫理研究所法人局　法人アドバイザー  大西　国夫

一般社団法人倫理研究所法人局参事　法人アドバイザー  松岡　賢

平成27年度　監査報告

閉会の言葉

開会の言葉

倫理研究所挨拶

乾杯

懇親

閉会の言葉

▲法人アドバイザー辞令

▲県役員辞令

▲法人レクチャラー辞令

▲香川県三豊倫理法人会 ▲香川県高松東倫理法人会 ▲香川県東かがわ市倫理法人会 ▲香川県坂出市倫理法人会

▲香川県高松南倫理法人会

▲単会会長決意表明

▲「開会の言葉」法人アドバイザー　徳永孝明 ▲「挨拶」倫理研究所参与　中西浩

▲「乾杯」法人アドバイザー 大西国夫 ▲「閉会の言葉」法人アドバイザー 松岡賢

▲香川県高松三木倫理法人会 ▲香川県善通寺琴平倫理法人会 ▲香川県さぬき市倫理法人会

▲香川県丸亀市倫理法人会

▲香川県高松市倫理法人会

【日時】　平成27年9月4日（金）
【会場】　高松国際ホテル
【参加】　126名

副会長 山本　和夫

　平成28年度、香川県倫理法人会役員辞令交付式が高松国際
ホテルで開催され、一般社団法人倫理研究所からは中西浩参
与、中国･四国方面田島康賢副方面長のご臨席をいただきまし
た。新年度のスタートにあたり、役員が一堂に会し、それぞれの
心に節目をつけて、役職の自覚を深め、1年間役職に徹すること
を決意する場となりました。
　国方康夫会長あいさつでは、設立20周年を迎える今年度も引
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もと、
全会員が一丸となって組織の拡充を図ること。活動の重点とし
ては、①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」②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「形づくり」③純粋倫理学習の充
実･深化と使命感の進化を図る「内容づくり」以上3点を柱として
内外に向けて倫理
運動を積極的に推
し進め、普及目標社
数1,252社達成に向
けて決意を述べら
れた後に続いて、10
単会会長より決意
発表がなされまし
た。
　第2部では27年
度、行事･会計監査
報告があり、第3部
の懇親会にて交流
懇親を深めました。

▲会長辞令
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【日時】　平成27年8月8日（土）
【会場】　高松国際ホテル
【参加】　67名

　平成27年8月8日土曜日、新年度を迎えるに当たり内
定している香川県新役員による研修会が高松国際ホ
テルにて開催されました。
　研修の講師に那須隆方面長をお迎えして、倫理法
人会の概要と役職者の心構えについて講話を頂きまし
た。休憩ののち、松熊秀樹幹事長より「平成28年度活
動方針」について説明があり、新年度に向けて新役員

　アスティとくしまの選抜阿波踊り大会前夜祭で阿波
踊りの演舞を堪能した後、徳島グランヴィリオホテルに
て四国連絡協議会が開催されました。
　オブザーバーとして、山口県の代表団も参加。四県
の会長及び県普及拡大委員長から活動状況・普及の取
り組みについて発表がありました。
　懇親会では、アトラクションとしてプロの阿波踊り
チームが演舞され、壇上では各県代表が阿波踊りを学
び披露し大盛り上がり。県を越えて、あちらこちらで熱
心に交流・意見交換されていて有意義な四国交流会と
なりました。

Official position perso s̓ training association

役　員　研　修　会

平成28年度 役員研修会
【日時】　平成27年10月11日（日）～12日（祝）
【会場】　ホテルマリナーズコート東京
【参加】　100名

【日時】　平成27年10月29日（木）
【会場】　ホテルパールガーデン
【参加】　60名

平成28年度 全国会長・幹事長会

平成28年度 第１回 普及拡大勉強会
【日時】　平成27年8月11日(火）
【会場】　徳島グランヴィリオホテル
【参加】　113名

第15回 四国交流会開催

体制でスタートするための
重要な研修会になりました。
　また、今回は各委員会活
動がよりスムーズなスタート
をきるために役員研修会の
後に続けて、委員会ごとに
第一回目の運営委員会を行
いました。　

▲国方会長挨拶

▲【講師】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 那須　隆 方面長

▲グランヴィリオ ▲アスティ徳島

　10月11日（日）～12日（祝月）、平成28年度全国会長・
幹事長会がホテルマリナーズコート東京にて開催されま
した。参加者は、都道府県倫理法人会会長・幹事長の
約100名。
今年度の方針である「内外拡充」と「堅実な普及活動に
よる確実な成果」に向けて、都道府県倫理法人会のミッ
ションの深化と更なる浸潤を図るため開催されました。

　2015年10月29日（木）ホテルパールガーデンにおいて、28年度 第１回 普
及拡大勉強会が開催されました。愛知県倫理法人会、村山明子会長をお招
きし、普及拡大の実践体験報告・愛知県倫理法人会における普及拡大活動
紹介などのお話を中心に講話をしていただきました。 「灼熱の想いを行動
に！」をテーマに掲げ、愛知県会員数3,100社という、全国有数の大きな県倫
理法人会のトップとしてのお話は、さすがに参考となる内容でした。以下印象
深いその内容を箇条書きに記します。
・県委員会活動の中でも、普及拡大委員会が中心とならねばならない。
・MSが大切40社50名を割り込まないMSを県下単会に徹底指示。
・上記内容のMSを実現するために県下34単会をあえて28単会に集約。
・金太郎飴のようなMSを！
・退会防止策の一つとして、入会前にしっかりオリエンテーションを実施。
・役員は「純粋倫理」を説明できる最低限の基礎知識を持たねばならない。
・単会会長と普及拡大委員長には定期的アンケートを行って、フォローする。
　最後に村山会長さまがおっしゃられた言葉を記し、報告といたします。倫
理（運動）は崇高なるもの（それを）人に知ってもらうこと（普及拡大活動）
は、すなわち、人としての使命である。

その中で、7方面の代表者に「我が会を語る」というテーマで約30分、中
国・四国方面を代表して、香川県が発表して参りました。
　内容は、次年度の準備を早めに整えるべく、主要役員・単会会長へ複数
回に分け、丁寧に方針を説明。年度末には、次年度役員を対象の研修会を
開催。単会との意思の疎通を図れ良い形で年度スタートを切れた現況を
発表して参りました。各単会会長に頂いた、感想ビデオレターは納得の行
く取り組みが理解され、全国に普及すればと願っています。その後、東京
フォーラムで「倫理研究所創立70周年記念日本創生フォーラム」が約
5,000名規模で開催されました。

▲国方会長挨拶

▲松熊秀樹 幹事長 ▲東原寛二 普及拡大委員長

▲愛知県倫理法人会　村山明子会長

▲選抜阿波踊り大会前夜祭--------------------------------------------------------------------------------------------------

▲懇親会①▲四国連絡協議会

▲懇親会②
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　平成28年度は期首早々にモーニングセミナーマニュアル研修
を開催いたしました。
　モーニングセミナーの意義や、なぜマニュアルに則って行うこ
とが重要なのか？を正しく理解することができました。
　また役職者としての心構えや真剣に取り組むことで個人の成

　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。

　倫理運動参画までの道のり・研究業績・「富士高原研修所」
の建設、また丸山竹秋の願いが込められている所歌「世紀の
歩調」の意味などについて学び、丸山竹秋が述べている「この
平凡な道を、みずからいかに歩み、いかにその内容を高め、深
めていくか。そこに未来の進歩がある。実行すれば進歩、実行
しなければ退歩である。やるか、やらないかである。」という言
葉に思いを新たにした。

委　員　会　活　動　報　告

Activity report

平成28年度 第2回 モーニングセミナー研修

【日時】　平成27年10月2日(金)
【会場】　オークラホテル丸亀　【参加】　14名

第一回 モーニングセミナーマニュアル研修

【日時】　平成27年9月15日（火）
【会場】　ホテルサンルート瀬戸大橋
【参加】　11人

平成28年度 第3回 モーニングセミナー研修

【日時】　平成27年10月7日(水)
【会場】　プロスパーサンダ　【参加】　13名

平成28年度 第4回 モーニングセミナー研修

【日時】　平成27年10月15日(木)
【会場】　田村神社会館　【参加】　12名

平成28年度 第5回 モーニングセミナー研修

【日時】　平成27年10月22日(木)
【会場】　かんぽの宿観音寺　【参加】　12名

平成28年度 第6回 モーニングセミナー研修

【日時】　平成27年10月28日(水)
【会場】　サンルート瀬戸大橋　【参加】　14名

【講師】 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　方面長　那須隆

第二回 モーニングセミナーマニュアル研修

【日時】　平成27年9月16日（水）
【会場】　田村神社会館
【参加】　18人
【講師】　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　方面長　那須隆

長、家庭の幸福や企業の繁栄に繋がるということも学べました。
モーニングセミナー委員会はモーニングセミナーに参加した方が
「参加してよかった」と言ってもらえるような活力あるそして価値
のあるものにするために活動しています。ぜひ活力あるモーニン
グセミナーにご参加いただけますようお願い申し上げます。

10月モーニングセミナー研修

モーニングセミナーマニュアル研修

【日時】　平成27年9月29日（火）
【会場】　サンルート瀬戸大橋
【参加】　12名（自単会役員10名）

【日時】　平成27年10月14日（水）
【会場】　かんぽの宿観音寺
【参加】　10名（自単会役員７名）

【研修】 一般社団法人倫理研究所法人局
            法人スーパーバイザ一　大津正和
            倫理経営基礎講座テキスト第5講「丸山竹秋の足跡」

【研修】  一般社団法人倫理研究所　
             法人スーパーバイザー  前原幸夫 
             倫理経営基礎講座
            テキスト第5講「丸山竹秋の足跡」

倫理経営基礎講座 香川県坂出市倫理法人会

倫理経営基礎講座 香川県三豊倫理法人会

▲法人スーパーバイザ一　大津正相
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委　員　会　活　動　報　告

Activity report

■第1回
【日時】　平成27年9月15日（水）
【会場】　ユープラザうたづ
【参加】　7名

■第2回
【日時】　平成27年9月16日（木）
【会場】　香川産業頭脳化センター
【参加】　14名

【日時】　平成27年10月9日（金） 15:30～17:30
【会場】　和幸
【参加】　25名（内、受講者19名）

朝礼研修 香川県高松南倫理法人会

平成27年度第１回、第２回の朝礼基本マスター研修を開催いたしました。

県下のトップをきって、高松南倫理法人会主催の企業朝礼研修が開催されました。

　那須方面長の熱心な指導のもと、朝
礼指導の心構え、ポイント等の説明を
受けた後、実技に入って行きました。頭
では判っていても、実際に行動に移すと
なかなか出来ないことが多く、皆さん繰
り返し熱心に取り組んでいました。
　今後も、第3回、第4回の基本マス
ター研修を計画しております。一人でも
多くの方が朝礼指導ができるよう、皆
様の参加をお待ちしております。

　9回目を数える恒例行事。今年
も34人の会員・家族が参加。江
戸時代方以前より今に続いてい
る平安絵巻さながらの祭事を奉
拝しました。
　10月9日宵宮祭（よいみやさ
い）が行われ、10日御神幸（おみ
ゆき）の神事、毛槍・鳥毛をうち
ふるう奴を先頭にお頭人さん・

　山本朝礼委員長のもと、指導講師に礒村会
長（朝礼マスター）の熱い指導が行われました。
説明と実技を繰り返しながら、参加者の緊張を
ほぐした後、5名ずつの班に分かれ実演に移りま
した。初めての体験で、なかなかうまく進めない
チームもありましたが、活気にあふれた研修とな

朝礼基本マスター研修

りました。受講者の皆様からも、「もっと実技をやりたかった」「大きな声をだせた。気
持ちよかった」「礼のやり方が参考になった」等々の声もいただき、今後の参考にも
なりました。他単会の朝礼マスターの応援もいただき大変有難うございました。

Report of event
単　会　活　動　報　告

【日時】　平成27年10月10日（土）
【会場】　琴平町「中野うどん学校てんてこ舞うどん店」
【参加】　34名

【日時】　平成27年10月11日（日）
              15：00～
【会場】　太洋ボウル
【参加】　26名

『金刀比羅宮 例大祭 御神輿発御』奉拝 香川県善通寺琴平倫理法人会

親睦ボウリング大会 香川県高松東倫理法人会

神馬・神職・巫女・舞人・伶
人・五人百姓・庄官など総勢
約500人の神輿行列が御本
宮から御旅所まで続きます。
11日 献馬式（けんばしき）、
続いて東遊、金刀比羅舞、八
少女舞を行った後、御旅所か
ら御本宮へ還幸着御後、祭
典を終了します。

　高松東倫理法人会 親睦ボウリン
グ大会が開催されました｡参加26名､ 
3ゲームのトータルスコアで競いまし
た｡参加者の持ち寄った景品を各賞
の表彰式で贈呈しました｡
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株式会社ワィアールティ（パナプラザミゾブチ）
〒 761-0301　香川県高松市林町2511-5
TEL 087-867-4871
FAX 087-866-1373
【営業品目】
生活家電製品販売・修理・電気工事
給排水設備工事・住宅リフォーム
業務用空調機・冷凍機工事・船舶電装

代表取締役

(香川県高松南倫理法人会)

溝淵　太一

山本車輛 有限会社 
〒766-0021　香川県仲多度郡まんのう町四条747
ＴＥＬ（0877）73-3737
ＦＡＸ（0877）73-3739

代表取締役

(香川県善通寺琴平倫理法人会)

山本　宏

 有限会社 フジモリ 花景色・ピースフルホール
〒769-2101　香川県さぬき市志度町328-1
TEL 087-894-0342
FAX 087-894-3682

　祖父が始めた事業　花屋と葬儀社
　父が早くに亡くなり母が一生懸命に守っ
てきた店ですが、時代が変わり人と人とのコ
ミュ二ケーションが薄れていき安価な物を
追いかけていくなかでどうすればいいのか？
　創業以来当社が大切にしてきたことは花
景色の方はお客様に喜んでいただけ笑顔に
なり幸せになっていただける。又、来店したい
気持ちをもっていただければと思って頑張っ
て店作りをしております。
　お花の鮮度には自信がありますので近隣
は配達。配送は出来る限り当店のお花を手
配しております。ピースフルホールでは感謝
の気持ちをもって誠心誠意に接しお客様の
想いを第一に考え大切な人をご家族で偲び
お別れを大切にしたい・・・心あたたまるお葬
式を・・・心がけております。
　これからもぬくもりのある会社にしていき
たいと思っております。どうぞ宜しくお願い
致します。　

代表取締役

(香川県さぬき市倫理法人会)

藤森　茂子

さぬきポレポレ農園
〒761-0901　香川県さぬき市大川町富田2348-1
TEL 0879-43-0625
FAX 0879-43-0625

　さぬきポレポレ農園は、福祉活動
を目的として2005年4月に設立しま
した。
　さまざまな理由で、不登校になっ
ている人や、社会に出ることが困難
になっている人、発達障害などで苦し
んでいる人たちが、全国から集まり、
太陽の下で野菜作りを通して、仲間
と語り、協カをしながら新しい自分づ
くりをし、学校や社会への復帰を目
指しています。2015年までの10年間
に、全国の10代から50代までの142人が参加
し、104人が学校や社会に復帰していきまし
た。
　本年度から、新しい事業として、貧困によ
り食事が十分に取れない子どもがいる家庭
に、無償でお米や野菜を提供する活動をス
タートさせました。全ての経費を善意による募
金で運営していますが、毎月の協力者が15人
程度で、大幅な赤字で運営しています。

代表

(香川県高松三木倫理法人会)

松田　勝

　当社は、旧国道32号線
沿い、こんぴらさんの麓よ
り高松方面に約2㎞の所に
位置します。
　大八車（荷車）の製作販
売から創業し、三代目が自
動車販売・整備業に切替
え、四代目の私が事業を継
承して21年の月日がすぎま
した。当初私は、トヨタ系
ディーラーにて13年間の修
行をさせていただいた自負があり漫然と事業を継承致しましたが、
零細企業の営業活動・会社経営に悪戦苦闘したのを覚えています。
　現在も暗中模索の状態でありますが常に感謝の気持ちを持ち、
最新・最善のサービスをお客様に提供し、どんなことにでも対応で
きる地域密着型のカーショップを目指しています。また、経営者は孤
独と言われますが、倫理法人会の仲間の皆様との交流を通じて孤
独を癒し自己のレベルアップを図り社員共々会社の発展に努めてい
ます。

Company visit

　父が林町で開業し現在で約40年近
くになります。
　今ではインターネット通販や大型店
舗営業が普通になりましたがわが社で
は経営理念である「人とのつながりを
大切にし確かな技術と商品で安心と満
足を提供する」を掲げ、どんな小さな御
用でも電話一本で即日お客様の元に駆けつけます。
　近年は商売だけでなく、私たちの子供や孫の世代の地球環境の
事を考え地球温暖化の原因の一つであるフロンガスを排出しない、
させないという事業を始めました。フロンガスが大気中に放出され
ると自然分解されるまでに12年かかります、その間上空にとどまり
地球の温度をさらに上昇させます。
　ほんの少しのことかもしれませんが次世代が住みやすい環境を
残していくのも我々の使命ではないでしょうか。若き我々の小さな
集団ですが一歩ずつ進んで参りますのでよろしくお願いします。

　ぜひとも、苦しんでいる子どもたちを救うためにご協力をお額いし
ます。   募金先/ゆうちよ銀行16330-16513741 さぬきポレポレ農園


