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2016/5/1～2016/7/31

　会員の皆様には御健勝で御活躍の事とお慶び申し上げます｡ 香川県倫理法人会は、
会報誌やホームページなどの充実化を図っていくことなどを通じて、今後より一層、情報
発信などの活動を展開していきたいと思います。来期もどうぞよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　                                                                                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

　高松市は来年10月に設立20
周年を迎えます。その準備と、
今後高松市が発展し続けるための人材発掘と人材育成
に全力を注いでまいります。
平成29年度の方針は、
 １．モーニングセミナーの充実（しっかりした準備と多                  
　   くの仲間の参加を目指す。50社55名）
 ２．純粋倫理を実践するメンバーの増加（仕事・プライ  
　   ベートで、成長・変革を実感する仲間が増加するよ
　   う情報発信していく。）
 ３．人材発掘・人材育成に力を入れる（会の運営に多
　   くの仲間に関わってもらい、大発展を目指す。）
　高松市は、現在会員数が170社で設立20周年には
200社を超えているのではないかと思います。200社と
なれば単会2つ分。人材も倍必要です。高松市の皆さ
ん、一緒に単会大発展に取り組んで いきましょう。今期
１年宜しくお願いします。

「人材発掘と育成に
          全力を注ぐ」
香川県高松市倫理法人会

会長　平賀　伸明

　日頃会員様におかれましては、丸亀市倫理法人会活
動に御尽力を賜りまして有難うございます。会長を拝命
して3年目の年です。
　1年目は何も分からなく流されて終わり、2年目で会長
職の事が自分なりに理解出来た様に思います。今年は2
年間の経験を活かして、モーニングセミナー及び倫理
法人会活動の活性化の為に精一杯努力したいと思い
ます。
　また普及拡充におきましては、新規入会はもちろんの
事、あまり参加されていない会員様にもどんどん声かけ
し、倫理の内容を良く理解して頂き退会防止に努めた
いと思います。どうぞ皆様、丸亀市倫理法人会の今年
の活動に御期待下さい。

「次へ『繋ぐ』」

香川県丸亀市倫理法人会

会長　白川　洋一
　東かがわ市倫理法人会の8代目会長を拝命いたしま
した、桑島林産工業㈱の桑島功と申します。よろしくお
願いいたします。
　方針は、現在、加入してくれている、会員さんを大切に
して、倫理の会に出席する事が、楽しいと思ってもらえ
るような、会にしたいと思っています。現在では、役員一
人一人の負担がとても大きくなっています。できるだけ出
席者を増やして、役割を分担して、倫理法員会の活動
が、重くならないようにしたいと思っています。
　それから、現在加入してくれている、会員さんが倫理
の実践をすることにより、奇跡が起こり、業績がダント
ツに良くなって、未加入の企業から、うらやましく思って
もらえるような会にしたいと思っています。皆様、応援し
てください。よろしくお願いいたします。

「参加するのが
           楽しい会!!」

香川県東かがわ市倫理法人会

会長　桑島　功 　会員の皆様、日頃MSならび
に倫理法人会活動にご尽カい
ただきまして本当に有り難う御座います、皆様のご協力
の下、会長としてどうにか1年を過ぎる事ができました、本
当に感謝いたします、
　2 年目はもっと多くの方に倫理法人会を知って頂き、
物事の捉え方や考え方、心のありようを学び、又行動に
移す事によって、より多くの方が幸福になって頂けるよう
に努力していきたいと思います。
　経営と倫理は車の両輸と同じです、どちらも同じス
ピードで前に進まないと正しい道からずれてしまいます
し、スピードを出しすぎても、岸から落ちてしまいます、確
実に1歩ずつ進むことが正しい成長への近道だと考えて
います。
　人の喜び我喜びとし、まず素直な心で常に笑顔を忘れ
ずに、行動に移して、皆様と共に成長して行きたいと思っ
ております、今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

香川県坂出市倫理法人会
会長　草薙　順彦

　三豊倫理法人会会長として2年目をスタート出来ます
ことを、会員の皆様、役員の皆様方に深く感謝申し上げ
ます。
　29年度スローガンも「日本創生、企業に倫理を、職場
に心を、家庭に愛を、内外拡充やりぬこう！」となりまし
た。このせっかくの、よっぽどのご縁を頂いた会員の皆
様のご家族様、御社、地域の幸なる発展を願っておりま
す。
　9月よりの新年度より、セミナー会場もかんぽの宿観
音寺様より琴彈荘様へと移行し、更にモーニングセミ
ナーを充実し、そして参加者の皆様と、1.目が覚めたら
朝の「朝起」2.全て受け入れの「受容」3.気づくとすぐす
るの「即行」以上3つの実践で倫理体験を沢山して頂け
る1年にして参ります。

「（朝起き 受容 即行）
    3つの実践で
　       倫理体験を」

香川県三豊倫理法人会

会長　森　郁恵
　２９年度高松東倫理法人会会長の福島秀孝2 年目
です。２８年度の方針は、普及に対して現状維持とモー
ニングセミナー参加者の増員・よい後援者の発掘そし
て、親睦でした。
　２８年度の結果は、普及目標について、中間及び期末
とも目標達成し、親睦活動も冬はスキー、春はボーリン
グ、夏は海水浴バーベキュー、そしてゴルフ・釣り等各
会員さんに応じた親睦活動を実施して参りました。
　２９年度も引き続き普及及びMS参加者の増員・よい
後継者の発掘そして親睦活動を主に、朝のモーニング
セミナーに参加するだけでは獲ることの難しい、人間関
係や異業種交流を充実し倫理普及活動に参加して頂け
る会員増強につなげていくことを２９年度の方針とさせ
て頂きます。

「楽しく倫理を学び
     楽しい親睦
　　  そして普及へ」

香川県高松東倫理法人会

会長　福島　秀孝

　平成２９年度 香川県倫理法人会 会長を拝命いたしました。
　２０周年を前年度に終え、今年度は２５周年・３０周年に向って躍進する一年目です。堅実な普及活動を以て会員
企業様・事業所様と共に、丸山敏雄創始者の教えに沿って学び・実践し、企業発展の活路となる活動の一端を担え
る法人会活動に邁進する所存でございます。また『明朗　愛和　喜働』学びの原点に則り、素直に実践してまいりま
す。なおかつ後継者育成・仲間づくりにも尽力いたします。
　会長一年目でございますので、皆さま方のご指導・ご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

「目的に沿い堅実な普及活動を」

香川県倫理法人会 会長　西内　三悟

「純粋に笑顔で
                   行動」
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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２９年度「会長」を拝命致しました。初代中野
‘県’相談役・二代目杉上‘県’副会長・三代目川上‘県’
副幹事長が培ってこられた「明るい朗らかな雰囲気の
会」を継承していきます。
　それには、私自身『明るく 元気に 素直で』をモットー
にして‘倫理’を学び理解し実践し更に発展すべく努力
をしていく所存です。
　今年度の目標は、普及とモーニングセミナーを基軸に
活性化を図り、会員企業が躍進し従業員及び家族が幸
せになる組織創りをします。普及目標「１４０社」モーニ
ングセミナー参加目標「当該単会４０社４０名」
　会長一年生として早く慣れ、役員・会員皆様のご指導
とご協力によって頑張っていきますので、よろしくお願
い申し上げます。

「明るく・元気に・
               素直で」

香川県善通寺琴平倫理法人会

会長　宮野　博光

「明るく、楽しく、
          ためになる」

香川県高松南倫理法人会

会長　内海　信一

　さぬき市倫理法人会は、今年
６月に設立５周年という「節目」
を無事に迎える事ができました。これも沢山の方々のご
支援とご協力の賜物と、先ずは心より感謝申し上げま
す。この度、歴代３名の素晴らしい会長からバトンを受
け継ぐ事となり、不安と共に身が引き締まる思いでいっ
ぱいです。微力ではございますが、諸先輩方、役員・会員
の皆様のお力沿を頂きつつ、全力でお役を全うしたい
と存じます。
　さて、今年度は次なる節目に向けての「土台作り」の
年と位置付け、倫理法人会活動の根幹である「モーニ
ングセミナーの活性化」に重点をおいて取り組みます。
明るく元気な「さぬき市らしさ」に一層の磨きをかけ、倫
友の皆様が楽しく活動できる「場づくり」に励む所存で
すので、皆様のご指導ご協力の程、宜しくお願い申し上
げます。

「明るく・元気に・
         朗らかに！！」

平成29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　川西　弘城

会　長　挨　拶 委　員　会　組　織　図

　平成29年度より会長を拝命いた
しました、内海信一です。正直、若
輩者の私が歴代会長のようなすばらしい運営ができるかど
うは少々不安ではありますが、初代会長から脈 と々引き継が
れている「絆」というキーワードを胸に、やるからには一生懸
命に務めさせていただくつもりですので、どうかよろしくお願
いいたします。
　今年度の方針としては、「明るく、楽しく、ためになる」モー
ニングセミナーを目指していきたいと思っています。毎週の
モーニングセミナーに参加された皆さんが、仲間と会えるこ
とで活気（パワー）を感じていただき、明るく・楽しく・元気
になり、さらに講話を聴いて実践する事により、ためになっ
ていくといった流れを作っていきたいと思っています。また会
員スピーチを充実させて会員間の相互理解を深め、交流が
活発にできるようにしていきたいと思っております。
　高松南に入会してよかったと言っていただける方をどんど
ん増やしていきたいと思っておりますので、役員の皆さま、会
員の皆さま、何卒ご指導・ご協力よろしくお願いいたします。

「地道にこつこつと」

香川県高松三木倫理法人会

会長　蒲生　幸代
　平成29年度、高松三木倫理法
人会、会長に任命されました。責
任重大な会長ですが、大好きな高
松三木倫理法人会の為に、又、自分の為に頑張りたいと思
います。方針として明るく楽しい会にしたいと思っていま
す。会員相互のコミニュケーションをとり、信頼関係を深
め、会に来やすい場にしたいと考えています。そして、毎週
のモーニングセミナーの参加者数を13社14名にする事か
ら始めたいと思います。
　まず、1社から増やし、次に1社、又1社と地道にこつこつ
とやっていきたいと考えております。この会は会員皆様の
会です。私達は「楽しく暮らしたい、幸福になりたい」とい
う希望があります。
　その為に「ほがらかに」「仲良く」「喜んで進んで働く」我
がままを捨て、素直になって「実行し続ける」とういう事を
学んでいます。2年前に倫理塾が出来、我、高松三木も若い
人の参加が増え、パワーを頂いております。
　会員の皆様と共に高松三木倫理法人会を活性化してい
きたいと考えております。宜しくお願い致します。

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】

西内　三悟　会　長
中野　義弘　副会長
杉上　敏憲　副会長

松岡　　賢　相談役
中野　吉貫　相談役
国方　康夫　相談役

浜田　恵造　顧問

土屋　裕美　幹事長
川上　正城　副幹事長

東　　秀憲　監査
細川　和彦　監査

東原　寛二　委員長
川畑美佐子　委員（高松市）
藤田麻希子　委員（丸亀市）
秋山　益廣　委員（三豊） 
菊地　千栄　委員（高松東）
松浦　清貴　委員（東かがわ市） 

石井　清英　副委員長
岡田　文明　委員（坂出市）
山本誠一郎　委員（高松南）
図子　　泰　委員（高松三木）
西内　聖一　委員（善通寺琴平）
松浦　孝誠　委員（さぬき市）

吉田　光恵　事務長
堀口 ちづ代　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28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
森　　久美　委員（高松市）
岡崎　伸基　委員（丸亀市）
守屋　　通　委員（三豊）
二川三四郎　委員（高松東）
赤山　芳隆　委員（東かがわ市） 

藪内　零士　委員（坂出市）
古川　芳一　委員（高松南）
細井　高志　委員（高松三木）
喜田　浩一　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

天野　勝弘　委員長
小原　一将　委員（高松市）
吉井　正人　委員（丸亀市）
中上　裕喜　委員（三豊）
上原　要一　委員（高松東）
齋藤　舟郎　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）
新家谷剛志　委員（高松三木）
片岡　英樹　委員（善通寺琴平）
出口　武志　委員（さぬき市）

研
修
委
員
会

東條　倫博　委員長
前田　委伸　委員（高松市）
小倉　浩三　委員（丸亀市）
竹内美津代　委員（三豊）
杉山　佳繁　委員（高松東）
新居　直子　委員（東かがわ市） 

三木　一平　委員（坂出市）
北谷　勇雄　委員（高松南）
蒲生　宰実　委員（高松三木）
綾野　孝彦　委員（善通寺琴平）
二川大治郎　委員（さぬき市）

朝
礼
委
員
会

塩田　将雄　委員長
横井　信夫　委員（高松市）
堀家　孝宣　委員（丸亀市）
高橋　幸正　委員（三豊）
濱田　吉隆　委員（高松東）
冨田奈和代　委員（東かがわ市） 

寺主　吉輝　委員（坂出市）
樋口　　満　委員（高松南）
小竹　　進　委員（高松三木）
水原　　弘　委員（善通寺琴平）
川　    　猛　委員（さぬき市）

広
報
委
員
会

高畑眞智子　委員長
須藤　奈美　委員（高松市）
住野　賀代　委員（丸亀市） 
喜井　博恵　委員（三豊）
松浦　景子　委員（高松東）
田中　　緑　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）
安藤ミチ子　委員（善通寺琴平）
長光　愛引　委員（さぬき市）

女
性
委
員
会

熊田　輝司　委員長
金倉　大祐　委員（高松市）
白川　明宏　委員（丸亀市）
真鍋　敦行　委員（三豊） 
三田　一也　委員（高松東）
山口　大輔　委員（東かがわ市）

松熊　秀樹　委員長
長友　英司　運営委員長

                 運営スタッフ（1期生・2期生・会員）

礒村　安倫　塾長
渡邊　恵子　副塾長

杉本　光年　委員（坂出市）
渡邉　恵子　委員（高松南）
細川　浩司　委員（高松三木）
松浦　祐典　委員（善通寺琴平）
井戸　陽平　委員（さぬき市）

青
年
委
員
会

後
継
者
倫
理
塾

準
備
委
員
会



平成28年度倫理法人会  第16回  四国交流会開催

行　事　報　告

Report of event
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企業に倫理を!　職場に心を!　家庭に愛を!

【日時】　平成28年5月21日(土）
【会場】　桂浜荘
【参加】　18名
　平成28年5月21日（土）高知県にて「平成
28年度四国交流会」が開催されました。開催
会場は青松の丘陵（浦戸城跡）からなり高台
からの景色と南国土佐の象徴、弓形の美しい
砂浜月の名所としても有名な「桂浜荘」。各県
より倫友の有志、総勢約120名が集結。
　四国交流会も今回で16回を数え、会を重

【日時】　平成28年6月11日(土)
【会場】　ホテル サンルート瀬戸大橋
【参加】　74名

　目標達成セレモニー・拡充発表会が６月１１日、ホテルサ
ンルート瀬戸大橋で開催され、７４名が参加した。今年度
の普及拡充活動目標１２５２社達成期日６月９日と定め、
国方会長任期３年目ラストの年を飾ることができた。会長
挨拶の後、東原寛二県普及拡大委員長より経過報告があ
り、達成できた要因として三つのポイントが挙げられた。
①普及拡充勉強会を年間４回開催した。 
②全１０単会に、均等に普及助成金を提供した。 
③県下共通の普及チラシを新たに作成・配布した。 
　その他の達成要因として、前年同期比の退会社数が、
マイナス３１社であったこと。退会防止にも力点を置いたこ
とも大切であった。委員会活動について、毎月１回、県下１
０単会持ち回りで開催。当該単会開催時には、所属主要
役員もオブザーバーとして参加した。法人局内田局長、那
須方面長にご臨席を賜り、達成に華を添えていただいた。
その後懇親会が開かれ目標を４社上回る結果の１２５６社
となったこと参加者全員で祝い、慰労しあい、さらに来年
度も目標を達成することを誓いあい、閉幕となった。

委　員　会　活　動　報　告

Activity report
普及拡大勉強会平成28年度 第4回

【日時】　平成28年4月28日（木） 
【会場】  トレスタ白山
【参加】　30名
　２０１６年４月２８日（木）トレスタ白山において、３０名の会
員参加で、２８年度第四回普及拡大勉強会が開催されました。 
　京都府京都市中央倫理法人会 北舎宏文（きたや ひろぶみ）
会長と同 高橋 宗大（たかはし そうだい）専任幹事に来県いた
だき、普及拡大活動とMS実践報告について講話をしていただ
きました。   
 　普及も含めた倫理活動は、会社事業経営と一体であると捉

【日時】　平成28年7月7日（木） 
【会場】　オークラホテル高松
【参加】　8名

　（一社）倫理研究所法人局 参事 
岡田紀夫 法人アドバイザーを講師に
迎え、第9講「愛和」の実践を学びま
した。
　職場の社員同士がわがまま（自分
で自由に調整）を出さずに愛和（仲良
く）の誠心に満ちていればおのずと
事業は進展する。
　仕事を愛する事は、人が助かり、
世が救われ、家が栄える事である。心
のもちよう、心構えを学んだ和合の
秘訣は、自分から相手に合わせる事
である。

ねるごとに参加者も増え各県の倫友のみ
なさんとの親交を深める場となっておりま
す。香川県からは国方会長を初め18名が
参加し、各県からの活動状況の報告や内
外拡充に向け取り組んできた成果発表等
があり、また今期限りで勇退されます会
長挨拶など心温まるお話と活動の報告、
また次年度への決意を発表。
　第二部の懇親会では、なんと！ 桂浜が
懇親会会場。高知県を代表する景勝地の
1つで高知市(観光振興課）が管理。（「月の名
所は桂浜」とよさこい節に唄われている。）その
公（おおやけ）の場所で、高知の有志による砂
浜での「カツオの炙り」、出し物「お座敷遊び」
が披露され参加者の度肝を抜く。
　その舞台'お座敷の席’に、各県の酒飲みの
猛者が次々に参加。終わりが見えないくらい大
いに盛り上がり高知人の真骨頂を目に焼き付けての大盛況の交流
会となりました。四国は1つ！ 次回は愛媛です。（この日は素晴らしい
月夜であり、末永く記憶に残りそうです。）大いなる期待を胸におお
いに盛り上がり、盛況なうちに幕を占めました。

平成28年度 拡充発表会 香川県倫理法人会

▲「挨拶」国方康夫 会長▲「開式の言葉」由佐紹二 副会長

▲「目標会員社数達成表彰」▲「経過報告」東原寛二 普及拡大委員長

▲懇親会

え、お客様（会員・未会員）にどういったサービス・商品を提供すれば
満足いただけるのか？を常に考え、どうゆうMSなら参加してみたくな
るのかを実践されていました。
　京都で成功されている老舗・伝統企業の社長さんをMS講話者とし
て、招聘し、うまく行けば、入会してもらった事例もあったそうです。そ
うゆう社長さんほど、倫理的なことが既に備わっており、かつ講話内
容も魅力的なものが多いとのことでした。
　また、MSの雰囲気作りとして、真剣できっちりとして、かつ緊張感
のある道場的な場を常に目指している。こうゆうMSづくりができれ
ば、来ていただいた人は勝手に入会してくれる、そしてまた人を連れて
きてくれる。と教えていただきました。今年度（２８年度）４回の普及
拡大勉強会を実施でき、すべてが目標達成に役立ち、結びついたこ
とに感謝申し上げます。合掌。

倫理経営基礎講座香川県高松市
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企業に倫理を!　職場に心を!　家庭に愛を!
委　員　会　活　動　報　告

Activity report
倫理経営基礎講座

【日時】    平成28年8月4日（木）18：30～19：30
【会場】   ウェディングチャペル セント・カテリーナ
【参加】　18社（18名）

【日時】　平成28年5月28日（土） 
【会場】　高松国分寺ホール
【参加】　54社（66名）

　5月28日 高松国分寺ホールにて第５回活力朝礼コ
ンテストを開催致しました。
　コンテストは、4企業及び青年塾第二期生の計5チー
ムの朝礼を発表していただきました。
　皆さん初出場で、緊張の中　直前までリハーサルを
繰り返し行い、発表となりました。それぞれのチームが
特色ある朝礼を行った中、女性4名の参加で笑顔あふ
れる明るく、元気いっぱいの朝礼を披露していただいた

　8月4日、ウェディングチャペル セント・カテリーナ
にて倫理経営基礎講座、第9講「愛和」の実践につ
いて勉強会を開催しました。
　「愛和」とは、仕事を愛する事、挨拶の実践、和合
の秘訣について勉強をしました。
　常口頃から、会社、家庭等にて実践すべきである
と思います。

活力朝礼コンテストの報告第5回

研修担当：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  田島 康賢
                研修箇所:第９講【「愛和」の実践】

香川県丸亀市

『犬床屋』様が優勝されました。また、青年塾二期生の発表では、発声、動作、
調和等、模範となるような朝礼を発表していただきました。来年度も、より多
くの企業の皆様の参加をお待ちしております。一社でも多くの企業で、活力

朝礼が行われる事を願
い、朝礼委員会では、各
単会で朝礼研修を開催
しております。朝礼の
基本形の研修です。こ
ちらへも、多くの参加を
お待ちしております。

香川県倫理塾第2期生卒塾式

　昨年12月の入塾式からの約8ヶ月間の活動を締め
くくる卒塾式が国分寺ホールにて盛大に開催されま
した。当日は初夏を思わせる快晴で塾生の門出を祝
福してくれているようでした。各単会より塾生の晴れ
姿を見ようと、大勢の方が駆けつけてくれました。刻
太鼓のパフォーマンスで勢い良くスタートし、国歌
斉唱、夢限りなく斉唱。国方会長からのご挨拶では
心温まるお言葉を頂きました。
　その後の塾生ヒストリービデオでは今までの活
動などが蘇ってきました。卒塾証書授与式ではこれ

平成28年度

【日時】   平成28年7月3日（日）
【会場】   高松国分寺ホール
【参加】　95名

までご指導くださった二川塾長
より激励のお言葉を頂きより一
層身が引き締まりました。各単
会ごとの塾生決意発表及び、
PRタイムでは塾生の熱い想い、
夫婦、親子、会社、倫友…、これ
まで支えてきて下さった方からの激励メッセージ、そして感動のサプライズなど涙
と笑いの絶えないかけがえのない時間となりました。
　これもひとえに各単会の皆様のお力添えがあっての事と青年委員会、塾生一同
感謝という一言では言い表せないほどの気持ちです。本当にありがとうございま
した。その後昨年卒塾した第1期生より激励のパフォーマンスを頂き大変盛り上
がりました。その熱い想いを引き継いだ第2期生のパフォーマンスではこれまでの
活動の集大成をみせてくれる事ができました。
　今回の第2期倫理塾を通して青年委員会、塾生が本当に貴重な体験をさせて

頂きました。これを新たな
スタートとして家庭、仕
事、または各単会にもち
帰り活性化できるよう精
進してまいります。皆様、
今後ともご指導ご鞭撻の
程お願い致します。

倫理経営講演会 香川県三豊倫理法人会

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　

法人スーパーバイザー 三田　望

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　副会長　株式会社山崎工業 野中　眞治

【日時】　平成28年5月18日（水）
【会場】　琴弾荘
【参加】　87社（180名）

事業体験報告:テーマ｢逆境を乗り越えて｣

  事業体験報告は、具体例を挙げ、倫理を通じての学びはどのよう
なものか、より深く伝わりました。また、講演もテーマに沿った経営
者にとって必要な内容であり会場いっぱいの参加者１９３名が深
い共感を覚えました。
　設備の取り扱い不備でスムーズに進行ができない個所が発生し

たり、ホワイトボードマーカーの文字が細く、後方の席からは見え
にくかったり、改善すべき点はありましたが、参加してくださった未
会員の方に、モーニングセミナーへの参加を呼びかけ、積極的に
普及拡充に繋げていきます。

▲事業体験報告 ▲講演
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倫理経営講演会 香川県高松南倫理法人会

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

株式会社ニッコー 代表取締役 会長 山﨑　貞雄

一般社団法人倫理研究所法人レクチャラー　北海道札幌大通倫理法人会 会長
イメージワーク株式会社 代表取締役 堀田　昌資

【日時】　平成28年5月25日（水）
【会場】　田村神社会館
【参加】　100社（119名）

事業体験報告:テーマ｢人は出会いのために生きている｣

倫理経営講演会 香川県東かがわ市倫理法人会

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　普及事業部

東海・北陸方面担当　研究員柳下　文寛

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
築後倫理法人会　相談役　株式会社三和不燃ボード工業　代表取締役 矢加部　尚武

【日時】　平成28年5月23日(月)
【会場】　三本松ロイヤルホテル
【参加】　73社（107名）

事業体験報告:テーマ｢私を支えた妻の一言｣

  107名の人にご来場いただき、活気ある倫理経営講演会でした。
事業体験報告者の矢加部法人レクチャラーの講話では、多額の
借金を背負って苦しい時期もあったが妻の「これを乗り越えれば
レクチャラーの話のネタになるじゃない」の一言で救われ乗り越え

ることができた話をされました。講演の東海・北陸方面担当　柳
下研究員は、夫婦の大切さについて講話をされました。今後東かが
わ市倫理法人会が活気ある会になる様、倫理経営講演会を通して
伝えていきたいと思いました。

Report of event
単　会　活　動　報　告

Report of event
単　会　活　動　報　告

ナイトセミナー 香川県高松東倫理法人会

【日時】　平成28年5月31日(火)
【会場】　高松テルサ
【参加】　75社（84名）

  年に一度のビッグイベントである「倫理経営講演会」が5月25日に
開催されました。経営者に求められる揺るぎない軸を確立し、企業
の未来をより確かなものにしていくヒントが満載の講演でした。講
演会後の懇親会も高松南恒例のたぬき踊りで大いに盛り上がり
ました。

　平成２８年５月３１日（火）１８；３０より、高松テルサ３Ｆ大会議室に
て、高松東倫理法人会主催のナイトセミナーが開催されました。
　当日は、公益財団法人 修養団 寺岡 賢（てらおか まさる）様を講師
として、「伊勢神宮と神話に学ぶ やまとのこころ 」と題した講演が行
われました。天照大王神から続く、歴代天皇の祈りとそのみこころにつ
いて学びました。参加者は84名でした。翌日の６月１日(水) モ－ニング
セミナーにも、同講師に｢ 美しい心 日本の心 ｣というテーマでご講話
をいただきました｡

100社モーニングセミナー 香川県丸亀市倫理法人会

【日時】　平成28年6月3日(金)
【会場】　ウェディングチャペル セント・カテリーナ
【参加】　59社（112名）
　歴史学者のアーノルド・トウィンビー氏が、「神話のな
い国は滅びる」と言われています。6月3日に丸亀市倫理
法人会100社モーニングセミナーで、伊勢修養団の講師、
寺岡賢様から、日本の神話も含め、悠久の歴史の中で育
まれてきた日本の文化について講話頂きました。

　大変わかりやすく、笑いもありの楽しい講話に多くの方々が感動されてい
ました。私達は先祖から受け継ぎ、子孫に伝えなければならない大切な物を
多く持ってい国に生きています。
　それを強く意識させて下さる講話でした。日本に生まれ、日本人であるこ
とに誇りを持ち、それを子孫に使えていきたいと思います。

▲公益財団法人修養団 講師 寺岡 賢
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Report of event
単　会　活　動　報　告

5周年記念モーニングセミナー 香川県さぬき市倫理法人会

【日時】　平成28年6月24日(金)
【会場】　サンマリエフジイ
【参加】　70社（83名）

会員親睦ボウリング大会／バーベキュー＆海水浴 香川県高松東倫理法人会

【日時】　平成28年6月26日(日)
【会場】　志度ファミリーボウル
【参加】　26名
　6月26日、志度ファミリーボウルで親睦ボウリング大会が開催
されました。参加者は新入会員を含め20名で行いました。単会の
補助金、会長よりの会長賞5000円などもあり、大いに盛り上が
りました。会長賞は会長の奥様とのジャンケン勝ち抜きで行い、
獲得したのは小学生の女の子でした。
　ボウリングは年齢を問わず、家族共々参加できるスポーツで
す。会員様、会員様のご家族共に親睦を深める為、定期的に行っ
ていきたいと思います。

　７月１７日（日）１１；００～　屋島西町 浦生(うろ) 海岸 ( 高
松東会員 日本環境システムズ(株) 髙崎会員の自宅西側の海
岸 ) 日除けテント､ 椅子､ トイレ､ 水 すべてＯＫ！！  高松東レク
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
動の一環として企画いたしました｡ 当日は､ 快晴の青空の下､ 
バーベキュ－､ かき氷､ ウエイクボード､ バナナボートに歓声が
上がっていました｡ 参加者は､３０名でした｡

【日時】　平成28年7月17日(日)
【会場】　屋島西町蒲生（うろ）海岸
【参加】　30名

　純粋倫理は、何時何処で誰が行っても常に正しい皆幸福になれる。すべて
無条件にこのまま実行していただきたい、そこには必ず新しい良い結果が現れ
る。運命を切り開くは己であり境遇をつくるも亦、自分である己が一切である。
努力がすべてであるやれば出来る。
　設立5周年記念という節目に、株式会社サンキ代表取締役森脇慎一氏を講
師としてお招きし、経営者モーニングセミナーを開催いたしました。

会　員　紹　介

Company visit
House Net合同会社

　弊社はHouse Netといいまして地域
の大工さん工務店さんたちのために長
期優良住宅の申請サポートをしていま
す。国は政策として２０２０年をめどに
木造住宅の省エネルギー化を進めてい
ます。将来新しく住宅を建てるとき、そ
の建てられる住宅がその時点で定めら
れた省エネルギー性能を満たさないと
その住宅の建築ができなくなります。そ
の基準を満たしているかどうかは断熱
材や窓の断熱性能に基づいて計算しな
いとわかりません。その計算の仕方がなかなか面倒で時間もか
かるので一般の大工さんではなかなかできません。
　そこで、わたくし共では木造住宅の省エネに関する計算のお
手伝いをさせていただいています。特に今、国は長期優良住宅
の推進に力をいれています棟数に制限がありますが、要件を満
たす長期優良住宅を建てると国から補助金が支給されたり補
助金が無くても税金の減免や住宅ローンの優遇が受けられた
りします。ですので、今新たに建てる住宅を長期優良住宅にす

　日本料理大渚亭本店は来年30周年
を、又H10年にオープンした別館は翌々
年20周年を迎えさせて頂きます。お客
様、お取引様、共に働く皆様に感謝申し
上げ、次のステージに向かいチャレンジ
していきます。迷い、悩んだ時、17ケ条
が導いてくれました。多くの倫友に巡り
会えた事が幸せです。

代表

（香川県三豊倫理法人会）

坪田　貢秋

株式会社 大渚亭
〒761-0104　香川県高松市高松町3005-4
TEL 087-841-7111
FAX 087-843-3292
HP http://www.ohnagisa.com
MAIL info@ohnagisa.com

〒765-0032 香川県善通寺市原田町853番地1
TEL 080-3591-7670  FAX 050-3383-4838
携帯 090-7789-3561　
二級建築士事務所 香川県知事登録第3470号

代表取締役

（香川県高松東倫理法人会）

洲崎 礼依子

る人たちが増えてきています。
長期優良住宅は長い期間使
うことができる長持ちで、地
震にも強く、省エネな住宅で
す。いま、香川県でたてられて
いる住宅は現状の性能でも
十分長期優良住宅の基準を
満たした住宅が増えてきてい
ます。建物の潜在的な性能
が基準を満たしていても設計
評価を受けないと認定されません。
　また、ちょっとしたルールがあるので、そこを大工さんと相談しなが
ら認定の評価を受けるための申請のサポートをさせていただいていま
す。土壁の家で長期優良住宅を設計させていただいたり、国土交通
省補助金の住まい給付金の受け付け窓口もさせていただいていま
す。地域の木造住宅の性能向上のお手伝いができればと日々努力し
ておりますのでよろしくお願い申し上げます。

屋島本店：高松町3005-4 　TEL：087-841-7111

松縄別館：松縄町1089-7　 TEL：087-868-4612

●
ユニクロ

マグド
ナルド
●

至屋島山頂

至高松 至志度

至庵治

国道11号線

日本料理
大渚亭 本店
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株式会社 キャット

　弊社は編物教室・毛糸店として、昭和
60年に母が創業しました。
　現在では「CAT＆花のカフェ」の名
で、編物教室だけでなく、婦人服や化
粧品の販売、パーソナルカラー(似合う
色)の診断、カフェを取り入れ、内からも
外からも、女性の魅力を引き出すお手伝
いをしています。
　女性が美しくいきいきしていると家庭
はもちろん、社会まで元気になると信じ、全社一丸となって活動
しています。また、これからは「美と健康」にとどまらず、女性の
「語り合える仲間づくり」や、「新しい情報や知識」を得られる拠
点としてのあり方を考えています。また、それによって、ワーク
ショップやセミナー活動などのお仕事を始めたばかりの女性の
応援もできればと考えています。
　高松南倫理法人会の一員になって、早や2年が経ちました。な
かなか早起きのできない私ですが、良いお仲間にも恵まれ、週に
一度のモーニングセミナーは背筋がシャンする良い機会となっ
ています。今後も皆様とご一緒に学び続けていきたいと思って
います。よろしくお願いいたします。

　現在、不動産賃貸業として営業しており
ますが、今年の１２月に不動産仲介業として
新規オープンします。Sumimaii（スミマイ）
は讃岐弁の住みなさいという言葉の最後に
「I」がひとつ多くついています。
　愛が一つでも多く感じられるそんな香川
の住まいをご提供できればと想い開業する
不動産屋です。不動産屋と言っても普通の
アパートや戸建住宅の賃貸や売買の提案、
仲介も行いますが、Sumimaiiでは、香川県
内にある今使われてない古民家や空家住宅
の管理や賃貸、売買、そして宿泊事業として
の活用の提案をする不動産屋です。
　また、瀬戸内海には数多くの魅力的な
島々があり、そこにもまた古民家や空家が
あります。今、海外から多くの外国人旅行者
が瀬戸内にも訪れており、この使われてい
ない空家も有効活用のご提案を行います。

代表取締役

（香川県高松南倫理法人会）

新居　美帆

株式会社 Sumimaii
〒761-0702　香川県木田郡三木町平木425-1
TEL 087-898-2507
FAX 087-898-2507
MAIL bluebonnet@kki.biglobe.ne.jp

〒761-8084 香川県高松市一宮町1591-3
TEL 087-886-8056  FAX 087-3383-886-7595
HP http://www.i-cat.co.jp

代表取締役

（香川県高松三木倫理法人会）

細川　浩司

会　員　紹　介

Company visit
三本松ロイヤルホテル

　超高齢化社会到来！！皆さん、今の生活
をいつまで続けられますか？突然、一人暮
らしや車いすの生活になったらどうします
か？
　一人暮らしは食事や体調の面で不安だ
けど、老人施設には入りたくない！ 入院し
ていた父母が病院から退院をせまられてい
るけど、自宅では心配！ 自由な暮らしもし
たいし、顔見知りの人や地域の方 と々の交
流も持ちたい！大丈夫、ゆんたくなら出来
ます。
　サービス付き高齢者向け住宅ゆんたく
では、ゆとりとぬくもりを感じる木の住まい
で「元気確認」「生活支援」「医療連携」の
サポートで、自由で快適なシニアライフを
満喫していただけます。見学はもちろん、
体験入居もできますので、お気軽においで
ください。一緒にゆんたくしましょうね。

支配人

（香川県東かがわ市倫理法人会）

石原　潤二

サービス付き高齢者向け住宅 ゆんたく
〒762-0025　坂出市川津町768-1
TEL 0877-45-1186
FAX 0877-45-1255
HP http://yoshii-sora.com/yuntaku/
（運営者：株式会社ヨシイ不動産）

〒769-2601 香川県東かがわ市三本松1880
TEL 0879-24-1111  FAX 0879-24-0100
HP http://www.sanbonmatsu-royal.com

代表取締役

（香川県坂出市倫理法人会）

好井　優明

　7月にリニューアルオープン！シングルルーム
からメゾットまで、快適で清潔なお部屋をご用
意。落ち着いたインテリアは訪れる人々を優し
くお迎えいたします。
　四季折々の彩りの中で味わう豊かなお食事
や、訪れる人を優しく包み込む空間でのご宿泊は、優雅なくつろぎのひとときをお約束致しま
す。緑と陽光溢れるガーデンやレストランでの家族や親族だけの食事会、友人たちとのカジュ
アルなパーティ、ホテルならではの本格的な披露宴などお二人に合ったウェデイングも演出い
たします。ご宿泊、ご婚礼、ご宴会、ご会合などの心のこもったサービスを自慢の味で、皆様の
お越しを心よりお待ちいたしております。


