
一般社団法人倫理研究所　
香川県倫理法人会

発行：平成28年6月1日  
発行者：広報委員会          
発行所：高松市林町2217-15
tel.087-814-5070 fax.087-814-5071
rinri-k@shikoku.ne.jp 
http://kagawarinri.jimdo.com/

vol.71
2016.6  June

ま　ん　で　が　ん　讃　岐

香川県さぬき市倫理法人会モーニングセミナー 平成28年4月15日（金曜日）

m a n d e g a n    s a n u k i16

Member exchange
会　員　交　流

編集後記E ditor's note

香川県高松市倫理法人会
健康壱番館　高松

土地家屋調査士髙橋悠一事務所
社会福祉法人誠心会
㈲西川組
㈱インテリアダイシン
大二アルミ工業㈱
㈱大丸工業
ナイトイン花うさぎ
㈲桐和興業

㈱ＩＮＯＩ
メットライフ生命保険㈱
メンバーズサロンＳｈｉｋｉ彩

香川県高松南倫理法人会

 ㈱イシカワ
㈲ケア・ステーション
井本工業
チヨダウーテ㈱岡山営業所
ダスキンサーヴ100
桜の内助六商店合同会社
壺谷建設㈱
㈲山下電気工務店

新しい仲間が増えました！
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　熊本地震で被災された方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。
同時に、私たち自身の災害への備えをもう一度見直してみませんか。
家族・従業員の事はもちろん、経営者として被災後も継続して健全な会社
運営ができるよう。あらゆる状況を想定して、対処法（BCP-Business 
continue plan)を考えておきましょう。
　災害は、人事ではありません。                                           広報委員会

“まんでがん”の表紙を飾ってみませんか？
会報誌（年４回発行）の表紙用写真を募集しています。写真が趣味の方ある
いは、たまたま撮れた奇跡の一枚でもOK！下記要項にてご応募ください。
■募集要項■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
・香川県内の風景写真を募集します。
  ① なるべく、大きめのデータで事務局宛メールにて応募ください。
  ② 版権・肖像権発生しないものでお願いします。
  ③ 撮影場所・撮影者・コメント（無くても可）を添付してください。
  ④ ご自身で撮影されたものをご応募ください（転載等は不可）
・写真の選考、及び掲載の可否、掲載時期については、広報委員会に一任く
ださいますようお願いいたします。今のところ、特に賞金・賞品等はご用意し
ておりません。あしからずご了承ください。

まんでがん表紙用「写真」募集!

㈱ｎｅｘｙｚ.ＢＢ
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企業に倫理を!　職場に心を!　家庭に愛を!

一般社団法人倫理研究所　創立70周年記念

倫理法人会 全国代表者大会―アジアフォーラム―
【日時】　平成28年２月12日(金)～13日（土）
【会場】　グランドプリンスホテル新高輪
【参加】　14名

　平成28年2月12～13日、倫理研究所は創立70周年記念
行事の一環として、「倫理法人会全国代表者大会―地球
倫理アジアフォーラム―」を開催しました。 会場となった
グランドプリンスホテル新高輪（東京都・港区）には、全国
各地から約1,200名が来場しました。
｠香川県からは国方会長をはじめ14名が参加し、初日は砂
漠緑化を軸とした中国との交流、あらたに倫理法人会設
立をめざす台湾、シンガポールからの活動報告を聴き、設

【日時】　平成28年3月31日(木)
【会場】　田村神社会館
【参加】　43名
　２０１６年３月３１日（木）田村神社
会館において、４３名の会員参加で、
２８年度第三回普及拡大勉強会が開
催されました。
　愛知県豊田市東倫理法人会 木村 
典子（きむら のりこ）会長をお招き
し、豊田市東倫理法人会における普
及拡大活動の紹介や実践報告など
のお話を中心に講話をしていただきま
した。
　「普及は楽しい！嬉しい！」の喜び
をテーマに和やかに、わかりやすく紹
介・説明をしてくださいました。
普及活動とモーニングセミナーは「一
対の反射鏡」であり、MSの活性化と
（MSの）場を整えることこそが、最大
の普及活動であることを強調されま
した。

立時の苦難を思い、初心に戻る機会に接することが出来ま
した。
　翌日は宮城県倫理法人会、大阪府倫理法人会の拡充へ
の独自の活動報告を聴き、香川県倫理法人会のさらなる
拡充に向け決意を新たに帰路に着きました。

委　員　会　活　動　報　告

Activity report

平成28年度  第3回  普及拡大勉強会

 以下主な事項を箇条書きに記します。
・２０５０大作戦 倫理経営基礎講座２０名 MS５０名参加目標。
・タテヨコ十字の単会組織  各委員会と役員グループを網の目の様に組織化
・「職場の教養」表紙掲載の同業の会社に　DM→アポ取りの電話→訪問という普及活動。
・MS会場では、誠心誠意　最高のおもてなしを！（特に初参加者、新入会員）
・MS後の朝食会の重視 一言コメント 来週また来てくださいね！
最後に、木村会長よりいただいた資料の内容を記し、この稿を終えます。
　普及とは！自分自身がどれだけ信用されているかあの人のいうことなら間違いないと言われる
人になり自分の人生の物差しになる。 

倫理経営基礎講座 香川県さぬき市倫理法人会

【日時】　平成28年4月14日（木） 
【会場】　クアパーク津田
【参加】　１１名

　（一社）倫理研究所  名誉専任研究員  戸田徹男
様の講師で、第８講『明朗』の実践を学びました。
明朗（表面的な明るさよりも、心の内にこだわり・
とらわれが無い状態）は、万善のもと。
など、いろいろな学び・気ずきをいただきました

倫理経営基礎講座 香川県東かがわ市倫理法人会

【日時】　平成28年4月25日（月） 
【会場】　三本松ロイヤルホテル
【参加】　6名

　倫理経営基礎講座第8講「明朗」の実践というテー
マでの講話でした。まず、ご自身の今までの人生を振
り返って、倫理に出会えたことで、大きな方向転換が
出来たことを語られました。
　本題の「明朗」の実践については、(１)明朗な心と仕

事（２）真に正しいこと（３）明朗の具体的実践（４）太陽を仰ぐ、という項目を
ご自身の実践をもとに具体的に説明していただきました。①握手を自分から全
員にする②目が覚めたらすぐ起きる③靴をそろえる④墓掃除をする⑤妻の話を
面とむかって傾聴する、これらの実践をすることにより、様々の気付き教えがあ
り、そして明朗になれるというご自身の実践からくる体験談など、明朗は万善の
もとであるという幸福の本質を勉強させて頂きました。
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　三月四日から三日間、経営者倫理セミナーに参加しました。参加の
きっかけは白川会長に、お前も一度富士研に行って来いと言われて正
直、渋々行きますと返事しました。それから毎日不安でなりませんでし
た。どんな所で？どんな研修？無理矢理洗脳？ついに当日研修所に着
くとグループ別に分けられ直ぐにあいさつの練習、大声上げて練習し
ているうちにチームワークも生まれ素直に自分がだせるようになりま
した。研修内容も怪しい物では無く、物事への感謝や思いやり、日本

人としての自覚等実
践に向けてのとても
良い研修でした。食
事もたいへん美味し
く食事作法も教えて
頂きました。アッと言
う間の三日間、修了
式となりました。三日
間全力で取り組みま
したので、やりきった

香川県東かがわ市倫理法人会

【受講日】　平成28年3月4日（金）～6日（日） 
【会　場】　一般社団法人倫理研究所富士教育センター
【参加者】　髙木　忠（丸亀市倫理法人会　青年委員長）

【開催日】　平成28年4月3日（日） 
【会　場】　国分寺橘の丘運動公園
【参加者】　大人16名 小学生1名 幼児2名 計19名

富士高原研修所経営者倫理セミナー 受講体験報告

で！っと少しうるうるときていましたら前の方から、この研修
がゴールでは無くスタートです！と聞こえてきました。あらら…
まだまだ研修不足でした。終わってみれば、富士研の心地の
良い緊張感、凛とした空気ちょいと癖になりそうです。帰り
に来年の予約して帰ったろかと思うぐらいでした。まだ富士
研に参加していないみなさん是非参加してみてください。必ず
得るものがありますよ。最後に県の法人会のみなさん激励ｆ
ａｘ有難うございました。

【受講日】4月16日（土） 【会場】ユープラザうたづ 坂出市倫理法人会
【受講日】4月19日（火） 【会場】高松テルサ　       高松東倫理法人会
【受講日】4月20日（水） 【会場】クアパーク津田 　東かがわ市・さぬき市倫理法人会　　　 

　経営者倫理セミナーに参加して
　髙松三木倫理法人会に入会後まだ1年足らずの私が参加すること
に決まりました。と言うのが地獄の特訓というイメージがありまして直
ぐに決段出来ませんでした。何故だと言うと先輩に聞くと2月の滝業
は辛いと聞いておりました（絶対参加と勝手に思い込んでおりまし
た）私は糖尿病、高血圧、心臓病、の持病を持っておりそんな持病を

持っている人は参加し
なくて良いと言う事を
聞き参加を決めまし
た。まず、着いた当日か
らおじきによる挨拶の
練習でメンバー9人が
同時に頭を下げてから
１．２．３．４．で直る
練習でコンテストがあ
り何回かテストを受け
るのですが私だけがダ

【受講日】　平成28年2月5日（金）～7日（日） 
【会　場】　一般社団法人倫理研究所富士教育センター
【参加者】　小竹　進（高松三木倫理法人会 幹事）

富士高原研修所経営者倫理セミナー 受講体験報告
メで、一人でもダメだと教官から不合格になりました。その時
私がなるとは思っていませんでした。なぜなら私は高校時代
応援部に所属して挨拶位は簡単に出来ると思っていた為、そ
れが出来ない事に悔し涙が出てきました。またメンバーの数
人がもらい涙を出してくれたのを思いだしました。
　次は、トイレ掃除の件ですが小便器の中を手で拭いてから
布で拭くという最初は汚いと言うイメージがありましたが、や
がてそれが快感に変わって行く訳です。信じられませんでし
た。また、トイレのスリッパの整理整頓を完璧にすること等
私にはビックリさせられる事ばかりでした。そして、布団をか
たずける時、角を合わせてたとむ等、あの48時間で学んだこ
とは私の一生の思い出になりました。一つ苦言を言うなら食
事の箸の使い方で次の物を取るとき持ち直してから食べなけ
ればいけないルールは止めた方が良いと思います。しかし料
理の内容は最高でした。料理を作って下さった方に感謝を申
し上げます。
　最後になりますが、あの富士山の景色を見ながら学んだ
事、自分自身を見直すきっかけを与えてくれた高松三木倫理
法人会の皆様に感謝を申し上げます。
本当に勉強になり有難う御座いました。

　穏やかな春の陽光の中、
橘の丘運動公園には、大人
１６名、子供３名の参加でし
た。テニスコート２面を借り
ており、カマタマーレスポー
ツクラブのスタッフ４名にソ
フトテニスの指導と芋煮の
準備をしていただきました。
　今回初めてソフトテニス
を体験した人が多かったで
すが、参加者全員、真剣に
取り組みすぐにでも試合が
できるほどの上達でした。ソ
フトテニスの後、満開の桜
の下で芋煮やおにぎり、お
抹茶を立てて頂き会員同士
の親睦を深めることができ
ました。

朝礼研修の開催

　いずれの会場においても、元気溢れる研修が開催されました。研修開始当初は、皆さん初めて顔を
合わせる事もあり、遠慮と恥ずかしさで声も出ていなかったですが、研修を進めてゆくうちに、次第に
声も出るようになり、笑顔もこぼれる研修となりました。研修で学んだ事を、自社に持ち帰りみんなに
良い影響を及ぼしたいとの感想も聞かれました。まだ、研修を受けていない方はぜひ研修に参加して
みて下さい。

春の風を受けてスポーツを楽しむ会
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Activity report

【日   時】　平成28年2月27日（土）～28日（日） 
【会　場】　公益社団法人修養団 伊勢青少年研修センター
【参加者】　15名

みがく特別講習会

　香川県倫理法人会第2期倫理塾の研修の一環として今回青年
委員会、第2期塾生、第1期塾生合わせて15名で伊勢での「みがく
特別講習会」に参加してまいりました。
　当日行きのバスの車中では、二川塾長に古事記のお話を頂いた
り、これから始まる伊勢での研修に胸躍らせながら楽しい時間を
過ごし、研修センターにはお昼12時頃に到着致しました。その後、
童心行の研修を受けたりしながら心身をリフレッシュしました。
　夕食後には五十鈴川での水行を行いました。夜9時頃だったと
いう事もありかなり厳しい状況でしたが、神秘的な環境での水行
を参加者全員で無事終える事ができました。終わったあとは達成

公益社団法人修養団
伊勢青少年研修センター 

感や安堵の気持ちが入り混じり、各自それぞれの気付きを得る事
ができたと思います。
　翌朝は伊勢神宮（内宮）での特別参拝をさせて頂き、昨晩の
水行に引き続き神秘的な感覚を得る事ができました。その後の
講話では大和ことばなど、日本人の心について深く学ぶ事ができ
ました。1泊2日という短い時間ではありましたがとても濃い内容
の研修で、帰りのバスの中では各自が感想を言い合いながらと
ても盛り上がりました。今後この経験を糧にし、卒塾式までの時
間をよりよくできるように青年委員会一丸となり精進いたしま
す。皆様、7月3日の国分寺ホールでの卒塾式も是非宜しくお願い
致します。

  香川県高松東倫理法人会 主催の倫
理経営講演会は､平成２８年２月１６
日(火) １８：００より､高松国際ホテル 新館２階 瀬戸の間にて
開催されました｡
　｢小さな気付で大きなロマン｣と題して､さいたま市南区倫理
法人会 國武 建明 法人レクチャラーによる事業体験報告｡ ｢ 
岐路に立つ～いま､求められる経営者の気骨～｣と題して､中西 
浩 参与の講演がありました｡
　久保 良樹 実行委員長のもと準備を重ねて来ましたが､ 当日
は１９６名の参加｡ 懇親会は､１０２名の参加で盛大に開催する
ことができました｡
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倫理経営講演会  平成28年度 香川県高松東倫理法人会

講演:テーマ｢岐路に立つ～いま、求められる経営者の気骨～｣

一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラーさいたま市南区倫理法人会　相談役
有限会社ダンテプロゲット　代表取締役 國武 建明

一般社団法人倫理研究所　参与 中西 　浩

【日時】　平成28年2月16日（火）
【会場】　高松国際ホテル
【参加】　108社（196名）

事業体験報告:テーマ｢小さな気付きで大きなロマン｣

  2月9日にホテルサンルートにて、香
川県坂出市主催の倫理経営講演会を
行いました。講演会全体の実行委員長を篠原晴伸副会長にしてい
ただき、会員一丸となって講演会の周知広報活動をしていきまし
た。単会会員の参加も多く、また他単会からの多くの方のご参加が
ありました。また未会員の方も集まってくださり、事業体験報告・講
演会ともに何度もうなずかれている場面があったかと思います。
　倫理経営講演会後の懇親会では、明石真治副専任幹事・高畑

倫理経営講演会  平成28年度 香川県坂出市倫理法人会

講演:テーマ｢岐路に立つ～いま、求められる経営者の気骨～｣
一般社団法人倫理研究所法人局  参事  法人アドバイザー五十嵐　勝昭

一般社団法人倫理研究所 法人レクチャラ―
佐賀県倫理法人会  普及拡大委員長 福岡　敬貢

【日時】　平成28年2月9日（火）
【会場】　ホテルサンルート瀬戸大橋
【参加】　99社（111名）

事業体験報告:テーマ｢親子三代・徳を継ぐ｣

【日   時】　平成28年4月 30 日（土）～5月1日（日）
【会　場】　善通寺市民体育館 総本山善通寺
【参加者】　17名

善通寺宿坊宿泊研修第2期香川県倫理塾

　快晴の中、善通寺市民体育館に集まりまずは準備体操で緊張を解し、5
月28日に開催される「活力朝礼コンテスト」に向けての練習を行いました。 
　体育館ということもあり大きな声を思う存分出せ、また鏡もありました
ので朝礼での姿勢など確認しながら有意義な練習になりました。その後は
礒村副塾長からのご提案でフラフープを使った研修を行いました。 
　様々な研修を通してチームワークの向上につながり、一致団結して「活
力朝礼コンテスト」では若さ溢れる朝礼実演をお見せできるよう練習に励

みました。 
　また善通寺宿坊では塾
会、「活力朝礼コンテスト」
に向けての更なる練習、オ
リエンテーションを行いま
した。また翌朝5時半より
静謐な空気の中お勤めに
も参加しました。宿泊研修
を通してより一層の団結力
が強まりました。

眞智子副事務長の進行でスムーズに行なわれ、雰囲気よく懇親会
も進んでいきました。また未会員の方も周りの方の明るい雰囲気
に和やかにされていたようでした。最後に、ご来場していただいた
方々につきましては、お越しいただきありがとうございました。大変
感謝申し上げます。
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　生憎の雨にもかかわらず、300 名を超える参加者を得て倫理
経営講演会を開催することができました。
　事業体験報告では、5 つの実践(活力朝礼、トイレ掃除、モー
ニングセミナー参加、亡父のお墓・お寺参り、富士教育セミナー
参加)を通じて、社員の満足度を高める必要性を認識し、様々な
取り組みの中で如何に社員の満足度を高めることができるの
か、また、社員満足度が社業に影響することを話されました。
　講演会では、今、国内外で企業の不祥事・偽装事件が多発し、
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倫理経営講演会  平成28年度 香川県丸亀市倫理法人会

講演:テーマ｢岐路に立つ～いま、求められる経営者の気骨～｣

一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー　宮崎県倫理法人会 会長
株式会社和光産業　代表取締役 児玉　雄二

一般社団法人倫理研究所　名誉研究員 戸田　徹男

【日時】　平成28年4月7日（木）
【会場】　オークラホテル丸亀
【参加】　146社（302名）

事業体験報告:テーマ｢社員を生かす鍵は我にあり｣

経済至上主義のグローパル資本主義に警鐘を鳴らす講演でした。
現在の企業経営に欠けているもの、失いつつあるものを、数々の
変動期を生きぬいてきた、多くの日本の「老舗」を例に、今後の変
革の時代に、生き残るには「愚直」や「正直」こそが、経営者には必
要であると説かれました。
　聴衆の皆さんもお二人の話に何らかの得るものを感じ、有意義
な顔で帰路に着いていました。

倫理経営講演会  平成28年度 香川県善通寺琴平倫理法人会

講演:テーマ｢岐路に立つ～いま、求められる経営者の気骨～｣

一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー　富山県倫理法人会　相談役
片山工業株式会社　代表取締役 片山　孝志

一般社団法人倫理研究所　法人局　特別顧問 長橋　護

【日時】　平成28年4月22日（金）
【会場】　偕行社
【参加】　104社（148名）

事業体験報告:テーマ｢会社を救ったある行動｣

講演:テーマ｢岐路に立つ～いま、求められる経営者の気骨～｣■講演について
　時間配分が良く、メリハリのつい
た講演でした。「わがままであると、
心が曇り、気づきが無くなる。」素直な
心が大事だと教えられました。又「元
気・勇気・根気」の気は心が支配して
いると教えられました。すべては、自
分次第なのだと。大変勉強になりまし
た。
■事業体験報告について
　誰もが起こるピンチの後に、チャレ

倫理経営講演会  平成28年度 香川県高松三木倫理法人会

一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー 丸山　弘

一般社団法人倫理研究所　理事
株式会社 東納本店 代表取締役 東納　英一

【日時】　平成28年3月28日（月）
【会場】　トレスタ白山
【参加】　73社（85名）

事業体験報告:テーマ｢Change変化・Challenge挑戦・Chance機会｣

講演:テーマ｢岐路に立つ～いま、求められる経営者の気骨～｣

　三上法人アドバイザーの講演では、決断力は
①早起き②即行③後始末で高まると教わりま
した。また、お客様の為、世の為に①事業の目
的を明らかにし、②時勢の動きに素早く対応し
③研究、開発して良いものを安く提供するよう
に努める事。そして岐路に立った時には、自然・
人・政治のせいではなく、気骨を持って立ち向
かおうと教わりました。
　工藤直彦法人レクチャラーの事業体験報告
『純情力』は家族とのかかわり、父親との確執
を倫理指導を受けて墓参りすることで仕事の
方も順調になり本も書けるようになったそうで
す。改めて祖先への思いが大事だと感じまし
た。
　参加は９６社１２６名（うち未会員８社８名）
でした。実施後、８名のうち、何名かの方が実
際に入会検討になりました。

倫理経営講演会  平成28年度 香川県高松市倫理法人会

一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー　東京都豊島区倫理法人会　相談役
アーティスティック・コミュニティ 工藤　直彦

三上　忠男

【日時】　平成28年2月18日（木）
【会場】　ホテルパールガーデン
【参加】　96社（126名）

事業体験報告:テーマ｢純情力｣

ンジ（実践）をすると、必ずチャンスが来ると教えられました。
又、人間関係はうまくいかないので、相手に合わせない限り合
わない。そのためにも自分のわがままを取り除く実践しか無い
と感じました。
　一生学び、一生実践を続けることだと、熱烈な事業体験報
告から感じとりました。未会員17社18名の出席があり、ＭＳに
来てもらえるようフォローして行き、会を活性して行きます。

一般社団法人倫理研究所　法人局　参事
法人アドバイザー　有限会社 アド・ミカミ

　熱のこもった事業体験報告および講演をいただけた。
　また、目標人数１５０名に対し１４８名の参加をいただき、倫理
法人会活動の一端を周知できた。役割確認や事前打合せを入念
に行い、役員担当者がスムーズに動けた。
　反省点としては、講師との事前打合せにおいて終了時間の念押

し不足で講演時間の延長を招いてしまった。今後のフォロー（普
及）については、参加いただけた未会員に対して、紹介者を通じて
モーニングセミナーなど活動への出席お誘いを行い、入会に繋が
るよう努める。
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設立8周年 記念行事 香川県善通寺琴平倫理法人会

■その１　感謝の集い
【日時】 平成28年2月19日（金） 【会場】 ランチ＆ダイニング 田中屋 【参加】 43名

■その2　記念モーニングセミナー
【日時】 平成28年2月20日（土） 【会場】 琴平パークホテル 【参加】 64社（70名）

　交流・親睦さらに明日への活力などを目的に「日帰り旅行」を企画実施。今
回は会員のご家族も参加。倫理法人会活動の会話が出るたびに興味を持
ち、賛同応援していただけた。壮大な鳥取砂丘の風とカニの食べ放題、心身
ともに充実した一日であった。

■その3　記念日帰り旅行
【日時】 平成28年2月21日（日） 【会場】 宇倍神社・鳥取砂丘・砂丘会館・日吉神社 【参加】 39名

　講師は「接客道」の著者で楽しく笑いながら勉強になる人気講師「辰巳明弘先生」でした。
最初から終わりまで元気のいいセミナーで、全員参加型の素晴らしいセミナーでした。
　分かると出来るは大きな違いがあります。分かっちゃいるが出来ないを放置してはダメ。簡
単です、やれば良い行動すればいい、習慣化すれば良い。笑いの中にも納得させられたセミ
ナーで、２時間半があっと言うまでした。

ナイトセミナー 香川県高松南倫理法人会

【日時】　平成28年3月16日（水）
【会場】　田村神社会館
【参加】　89社（112名）

600回記念モーニングセミナー 香川県坂出市倫理法人会

【講演会テーマ】感動のオンリーワン企業を目指して！
さぬき市倫理法人会会員　徳武産業株式会社 会長 十河　孝男

【日時】　平成28年3月23日（水）
【会場】　ホテルサンルート瀬戸大橋
【参加】　50社（56名）

様を講話者としてお迎えし、素晴らしい事業体験これまでの経緯・ご苦
労やご利用者様からのお声などお話しくださいました。聴講されている
方の中からも感動のお声が届くほど素晴らしいモーニングセミナーと
なりました。
　セミナー終了後の朝食会はいつもよりも多くの方にご参加いただ
き、記念すべき、そして楽しい朝を過ごさせて頂きました。最後に、講話
頂きました十河会長、並びに当日朝早くからお聞きに来られた方へ御
礼申し上げます。

　3月23日に香川県坂出市倫理法人会の第600回目となる記
念すべきモーニングセミナーを行わせて頂きました。当日は、
朝早くから会員や他単会の会員・各会員のお知り合いの方
等、多くの方にご来場いただきました。
　記念講話については、徳武産業株式会社会長の十河孝男

　大西国夫法人アドバイザーのご講話に６４社７０人が出席。
倫理法人会の意義や活動の一端などの講話聴講に、早朝から多くの会員が一堂に会した。

　香川県善通寺琴平倫理法人会は、多くの方にご指
導・ご支援を賜り、このたび設立８周年を迎えることが
できました。（平成１９年６月２７日開設　平成２０年２
月２２日設立）那須隆方面長・松岡賢法人アドバイ
ザー・大西国夫法人アドバイザーにもご出席いただき、
多くの会員ともに、今日までの活動ＤＶＤ放映など「感
謝の集い」を実施。
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弓田鍼灸院
〒761-8063高松市花ノ宮町1丁目12-3
TEL&FAX 087-837-6604

院長

(香川県高松市倫理法人会)

弓田　潔明

　当院は、はり
とお灸で皆様
の疲れを癒しま
す。はりは髪の
毛ほどの太さで
すので痛みは感
じません。お灸
も暖かく心地よ
いお灸を行いま
す。肩こりや腰
痛はもちろんの
こと、自律神経障害や冷え性などにも効
果があります。また、今年から八十八カ所
巡りのお遍路さんにお灸のお接待も始め
ました。特別メニューとして、特殊なはり
を使ってお顔のしわを伸ばしたるみを引
き上げる美容鍼も行っております。国家
資格を持った女性スタッフもおりますの
でお気軽にご相談ください。

代表取締役

(香川県丸亀市倫理法人会)

川上　康夫　

有限会社丸粧 スミレヤ化粧品店
〒763-0043 香川県丸亀市通町24
TEL0877-23-4560
FAX0877-22-9098

【取扱化粧品】
資生堂・カネボウ・コーセー・
ディシラ・ハリウッド・オパール
・男性化粧品各種
・その他有名化粧品
・プロ用化粧品三善（みつよし）

　昭和24年に有限会社として化粧品小売店を創業。
ロングセラー商品から新製品まで豊富な品揃えが特徴です。
　オリジナルのエステサービスを提供しています。（完全予約制）―電話予
約のみ可―家訓 正直・早起き・働くをモットーに現在は4代目川上泰広社
長のもと一致協力、化粧文化の向上の為に頑張っています。これからも学
び続けていきたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

お　し　ら　せ I N F O R M A T I O N

会員
様は

出演
無料

1000回特別モーニングセミナー  香川県高松市倫理法人会

講師： 株式会社マルセイ　代表取締役 木元　正均

【日時】　平成28年4月22日（金）
【会場】　ホテルパールガーデン
【参加】　116社（126名）

事を学んでいるうちにエベレストに挑戦したくなったそうです。奥さ
んは激しく反対しますが、木元さんが言いだすと聞かないのも奥さ
んはよく知っていました。そして、本当に行くなら住民票から名前を
抹消し、会社も整理してから行きなさいと言ったそうです。夫の本
気を図るためでした。
　そして、最後には見送ってくれたそうです。木元さんは辛い登頂
の訓練にも逃げださず、準備を余念なく行い、遂に登頂に成功しま
した。木元さんのお話をうかがって、逆境は人を強くする、努力は嘘
をつかないということを改めて感じました。
　ありがとうございました。

　木元様は幼少時代からすごく苦労されています。部落からつまは
じきにされ、父親は自殺、毎日食事もろくに取れず、草を食べたり、
植物を食べたりしてしのいだそうです。極貧ではあったけど、努力し
て高校、大学と行ったそうです。
　大学では日本語を専攻し、やがて日本に渡ります。日本では一
般の会社で働き、その後、独立して創業されます。ある時、登山の
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企業に倫理を!　職場に心を!　家庭に愛を!
会　員　紹　介

サカイ自動車販売株式会社
〒765-0012　香川県善通寺市上吉田町418-2
ＴＥＬ（0877）62-3223 ＦＡＸ（0877）62-4066
ホームページ　http://www.hondacars-zentuji.jp/

専務取締役

（香川県善通寺琴平倫理法人会）

酒井　忠行

Company visit

中西司法書士事務所
〒769-2101　さぬき市志度４１３９番地８６
TEL 087-814-6007 FAX 087-814-6009
http://www.shoshi-nakanishi.jp

司法書士

(香川県さぬき市倫理法人会)

中西　健

　昨年よりさぬき市倫理法人会の一員
となりました司法書士の中西健と申し
ます。実家の敷地内にある事務所（通
勤時間0分）で、地道に（地味に？）仕事
をしております。
　主に取り扱っている業務は、土地・建
物の登記（不動産登記）、会社の登記

　弊社は昭和３７年に設立し、Honda
一筋で事業運営を行ってまいりました。
Hondaの基本理念である人間尊重と買
う喜び・売る喜び・創る喜びの三つの喜
びに共感し、Hondaディーラーとして
日々お客様へ新たな喜びを提供してま
いりました。
　昨今自動車業界は少子高齢化などか
らも、お車・維持メンテナンス・保険など
において多様な時代でもあります。お客
様のトータルカーライフに合わせたご提
案を行うことが市場に求められてもいます。車両のみならず、残
価設定型クレジットでのお支払い方法・まかせっチャオによる車
点検の割安な維持メンテナンス、さまざまなパターンでの自動車
保険・事故対応などトータル的なご相談にお応えできるようにし
ています。
　これからも当社の社是である「私たちはお客様へ心のこもっ
たおもてなしとサービスを提供することを心得ています。」を信
念として存在を期待される企業を目指し続けますので、よろしく
お願い申し上げます。

（商業登記）、相続や遺言のご相談、認知症や障害などで判断能力
が不十分な方の財産や生活を守る成年後見業務です。
　司法書士は「街の法律家」とも呼ばれています。もちろん弁護
士、税理士など他の士業でないとできない業務もありますが、あた
かもかかりつけのお医者さんのように「困ったことがあれば真っ先
に相談したい専門家」という意味だと私は解釈しています。真の意
味での「街の法律家」になれるようこれからも精進していきます。
皆様、お気軽にご相談ください。

フローラル秋桜
〒769-0104　香川県高松市国分寺町新名1838-5
ＴＥＬ087-874-6887 ＦＡＸ087-874-6880
ＵＲＬ http://www.floral-cosmos.com

代表

(香川県高松南倫理法人会)

福井 はつ恵

代表取締役

(香川県高松三木倫理法人会)

東　秀憲

　当店フローラル秋桜は2002
年12月に開店しました。
　営業内容は切花、鉢花、プリ
ザーブドフラワー、アーティシャ
ルフラワーの販売とフラワーア
レンジメント教室をしておりま
す。
　20年前趣味で始めたフラ
ワーデザインの勉強ですが、
すっかりのめり込み公益社団法
人日本フラワーデザイナー協会
の1級フラワーデザイナー、講
師、公認校とステップアップしていきました。その後国家検定の一級フラワー装飾
技能士も取得し現在に至っております。
　好きで始めた仕事なので毎日お花の仕事ができる幸せを感じながら仕事をして
おります。倫理法人会と出会ったのは3年前。早起きが苦手な私ですが毎週ある
モーニングセミナーを楽しみに通っています。先日は初めて富士研「経営者倫理セ
ミナー」に参加し有意義な時間を過ごすことがでしました。
　これからも学び続けていきたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

東新電機株式会社
〒761-8074　高松市太田上町876-1
TEL　087-866-1144
FAX　087-865-6267
http://www.toshin-e.com

▲ブライダル装花

▲店舗外観

▲太陽光発電システム(弊社施工) ▲弊社外観

夢電化しあわせプラン
世の為、人の為によろこんで働き
感謝と祈りで幸せな人生を創造する
私たちの理念と戒めです。

三菱電機を飛び出して昭和４７年
３月創業以来４４年目を迎えてい
ます。
　家電販売、エアコン、電気工事、
業務用空調、照明（ＬＥＤ）、オール
電化、太陽光発電と少しずつ業容

が広がって来ましたが、ここ２～３年は水廻り、リフォー
ム（キッチン、バス、トイレ、洗面）工事も増えてきました。
　一級建築士が居る電気・工事店です。
　アルカリイオン整水器（最近は水素水）は四国管内、電
気店として皮切り（平成２年スタート）ではないかと自負し
ております。また、県内で唯一、聴覚障害者用情報受信
装置＜アイドラゴン＞の取扱認定店となっております。
　何よりも嬉しいことは毎年、近くの太田南小学校（主に
２年団）、太田中学校、県立聾学校の生徒さん（有志）が
会社探検、研修に当店を訪れ、交流頂いていることです。
　唯、業界環境は依然として厳しく、頭記理念のもと、社
員一丸となって精進しているところです。

▲太田南小学校会社探検 ▲太田南小学校会社探検


