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香川県丸亀市倫理法人会モーニングセミナー　平成28年8月5日（金）
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編集後記E ditor's note
　会員の皆様にはご健勝でご活躍の事とお慶び申し上げます。香川県倫理法人会は新年
度を迎え新たなスタートを切りました。広報委員会スタッフ一同、皆様に対しまして、会報誌
やホームページを通じて、より良い情報の発信を展開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。                                            　　　             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！
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【日時】　平成28年8月20日（土）
【会場】　瀬戸内海クルージング
【参加】　150名

Report of event
単　会　活　動　報　告

　貸切船で瀬戸内海をクルージング、船上から壮大
な花火を堪能。交流・懇親・絆etc.　焼き鳥・ビール
その他たっくさん食べ放題飲み放題、おなかも満足！
あ～幸せっ！ 
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企業に倫理を!　職場に心を!　家庭に愛を!

New Official position person Official position perso s̓ training association
平成29年度

第一部

開式の言葉

国歌斉唱

役員辞令交付式

研修委員長 天野　勝弘

副会長 中野　義弘

全員

全員

一般社団法人倫理研究所　参与 田形　健一
会長 西内　三悟

一般社団法人倫理研究所　法人局普及事業部主席
中国・四国方面　方面長

会長 西内　三悟

那須　　隆

高松市　会長 平賀　伸明
丸亀市　副会長 伊藤　祐一
三豊　会長 森　　郁恵
高松東　会長 福島　秀孝

東かがわ市　会長 桑島　　功
坂出市　会長 草薙　順彦
高松南　会長 内海　信一

高松三木　会長 蒲生　幸代
善通寺琴平　会長 宮野　博光
さぬき市　会長 川西　弘城

進行

朝礼委員長 東條　倫博

28年度幹事長 松熊　秀樹

相談役 中野　吉貫

相談役 国方　康夫

進行

女性委員長 高畑眞智子進行

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

辞令交付式

第二部 平成28年度 行事・会計監査報告

第三部 懇　親　会

香川県倫理法人会辞令交付式

開式の言葉

平成28年度　行事報告
28年度事務長 平賀　伸明平成28年度　会計報告
28年度監査 細川　和彦

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

一般社団法人倫理研究所　参与 田形　健一

一般社団法人倫理研究所 法人局 参事　法人アドバイザー  大西　国夫

平成28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

▲県役員辞令

▲法人レクチャラー辞令

▲単会会長決意表明 ▲懇親会 乾杯 徳永 孝明 法人アドバイザー　

【日時】　平成28年9月12日（月）
【会場】　プレシャスウェデイング セント・ベイヒルズ
【参加】　辞令交付式127名　懇親会115名

副会長 杉上　敏憲

▲会長辞令 ▲法人アドバイザー辞令

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

【日時】　平成28年8月6日（土）
【会場】　ウェディングチャペル セント・カテリーナ
【参加】　研修104名　懇親会81名

　全体研修では、那須 隆方面長より、倫理研究所法人
局「活動方針」の説明「倫理法人会の概要と役職者の心
構え」について研修を受けた。
　続いて土屋裕美 平成29年度 幹事長から「平成29年
度 香川県活動方針」の説明があり、休憩をはさんで行わ
れた分科会（会長会　運営委員会）では平成29年度の
活動予定等、熱心に話し合いが行われた。各運営委員会
からの発表後、懇親会では、9月から新しく役員になられ
る方を交えての意見・情報交換・懇親の場として気持ち
も新たに、和やかなひと時であった。

役　員　研　修　会

平成29年度 役員研修会

▲平成28年度 国方会長挨拶 ▲平成29年度 西内会長挨拶

▲懇親会▲【講師】 中国・四国方面 那須 隆 方面長

役　員　辞　令

普及拡大勉強会平成29年度　第1回

【日時】　平成28年10月20日（木） 
【会場】   ウェディングチャペル セント・カテリーナ
【参加】　勉強会33名　懇親会20名
　２０１６年１０月２０日（木）　セント・カテリーナにおいて、３３名
の会員参加で、２９年度第１回普及拡大勉強会が開催されました。
今回は、普及拡大委員会とモーニングセミナー委員会との合同開催
ということで、改めて普及活動とモーニングセミナー活性化は車の両
輪であることの確認の意も込め、実施いたしました。
　東原寛二 県普及拡大委員長が講師となり、「モーニングセミナー
活性化・充実化は、普及拡充目標達成への近道」というテーマの下、
開催されました。
　内容は、前年（２８年度）に勉強会の講師として来県された４名の
講話のエッセンスを改めて、復習の意味からも再度勉強しました。ま
ずはモーニングセミナーをのぞいてみませんか？ 

　平成29年度 香川県倫理法人会 辞令交付式が行われた。一般社団
法人倫理研究所から、田形健一参与および那須隆方面長が出席。
　辞令交付後の活動表彰では、今年度は香川県高松南倫理法人会が
年間平均参加社数（当該単会部門全国第3位）で白い行動旗が手渡さ
れた。さらに、香川県で3社目となる株式会社川上板金工業所に「倫理
17000ライセンス認定証」授与が行われた。
　西内三悟会長は「地球倫理の推進」と「日本創生」の二大スローガ
ンのもと、2年目となる基本方針「さらなる“新”に挑む」に取り組むと
挨拶。単位倫理法人会会長は「決意発表」。
　その後、「平成28年度行事・会計監査報告」「懇親会」を実施。役員
が一堂に会しその決意をいっそう明確にするための節目となった。

‘県’会長辞令
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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
モーニングセミナーマニュアル研修

【日時】    平成28年8月18日（木）
【会場】   東部  高松テルサ                        【参加】42名
              西部 ウェディングチャペル セント・カテリーナ 【参加】18名
　平成29年度は年度がスタートする前の8月に幸先よくモーニングセミナー
マニュアル研修を開催することができました。県内2ヶ所での同時開催で合
計60人の方が参加しました。講師には東部に那須方面長、西部に田島副方
面長です。
　モーニングセミナーは自らが自己革新を図り、企業と家庭の健全な繁栄
と地域社会の発展、ひいては日本創生に貢献するリーダーを育成するため
に行われています。なぜマニュアルに則って行うのかについて深く理解する
ことができました。リーダーがこの研修を各単会に持ち帰ることで今まで以
上にモーニングセミナーが活気ある精度の高いものになるでしょう。

平成29年度

【日時】   平成28年10月19日（水）
【会場】   琴弾荘
【参加】   10名（自単会役員6名）

倫理経営基礎講座香川県三豊

【日時】    平成28年10月17日（月）
【会場】   三本松ロイヤルホテル
【参加】　9名 （自単会役員9名）

　本日は、田中範孝先生が、苦難観の革新をテーマに講話を
して頂くことになりました。
　そもそも、苦難観の革新とは何の事なのか？といった状況で
ありますので、大変に不安な心境でありました。創始者は、獄
中体験で、苦難を喜んで受け止める心境に達した時に、それま
での肉体の痛みが、まったくなくなってしまったとゆうことで

倫理経営基礎講座香川県東かがわ市

テキスト：第11講 『苦難観の革新 』
研     修：一般社団法人倫理研究所 参与 田中範孝 
            

◆第1回
【日時】    平成28年10月12日（水） 18：30～20：30
【会場】   高松テルサ 
【参加】   15名
◆第2回
【日時】    平成28年10月25日（火） 18：30～20：30
【会場】   丸亀競技場ピカラスタジアム 
【参加】   21名
　朝礼基本マスター研修を始めてから3年目を迎えました。今後
は、活力朝礼の浸透をはかる牽引役として朝礼基本マスター資格
保有の皆様がどんどん増え、活躍の場が増えるよう様、活動した
いと考えております。第1回、第2回は、第3回で田島副方面長より
朝礼についてしっかりと説明指導して頂く予定ですので、簡単に
概要説明と朝礼のビデオを見て頂き、残りの時間は実際に4人1組
で朝礼の練習をギリギリまで行いました。参加して頂いた一人一人
の熱心さで、その場が一瞬で活気づいて、皆様一人一人のお陰で
気持ちよく終われました。改めて朝礼推進の意義を感じる事が出
来たのと共に、参加して頂きました皆様に、感謝の気持ちでいっ
ぱいです。
　第3回、4回と残り2回を計画しております。1人でも多くの方が
朝礼指導を行えるよう皆様の参加をお待ちしております。

【朝礼研修】
　朝礼マスター研修終了後、各単会主催で1回～2回の実施を予
定しております。毎回の事ですが、研修の前半は、参加の皆様の顔
はこわばり、緊張感に包まれます。実際に全員で声を出し練習を
始めると、徐々に声が大きくなり、自然と笑顔になり、その場がど
んどん活気づいていきます。帰る頃には、すっかりみんな元気な顔
と笑顔になり、いつも朝礼研修をして本当に良かったなと思いま
す。是非、元気になる研修のご参加をお待ちしております。

【朝礼普及活動】
　（朝礼の出前もやっております）朝礼に対して、色々なご要望に
応えていく1年にしたいものです。「良い朝礼をしている会社に見学
に行きたい」、「うちの朝礼を是非見てもらい感想を聞きたい」、
「朝礼を見に来て頂く事により、社員に自信と元気をもって欲し
い」、「朝礼の場で実際に活力朝礼を実演して欲しい」など、どんど
ん気軽にお声をかけて下さい。会員様同士の朝礼を通した交流を
今以上、活発に出来たらと思っています。

朝礼基本マスター研修平成29年度

す。苦難を迎えた時に明朗闊達な心境に達した時に、必ず苦難を逃れ
る事が出来るそうです。
　苦難そのものが美であり、逃げずに受け止めることが、倫理運動の
本質であると云う事の証明であるといえるのでしょう。つまり、苦難観
の革新とは、苦難の捉え方の革新だったのです。
　因みに、田中先生は、困難に陥った時に、『よかったなー』と敢えて
言ってみるそうです。難しいお話を、大変に解り易く解説して下さったの
で大変に参考になりました。ありがとうございました。

テキスト：第１１講『苦難観の革新』
研修：一般社団法人倫理研究所　名誉専任研究員　川又　久萬

　純粋倫理を把握する手がかりは、人生の「苦難」にある。では、そもそも苦難とは何なの
か、それはどうして起こるのか。―この点をはっきりと知ることが、純粋倫理を正しく理解し
実践する出発点になる。
　純粋倫理の苦難観の特色について学んだ。
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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
「和食」のマナー講座

【日時】    平成28年11月5日（土） 11:00～13:00
【会場】　ウェディングチャペル セント・カテリーナ
【参加】　103名

　今期初の女性委員会活動として「和食のマナー講座」
を開催いたしました。今回の講座での最大の魅力は、講師 
大竹先生のおもしろおかしいマナートークと高谷料理長
がこの講座のために考えてくださった美味しい料理です。
　本来なら、堅苦しくなりがちな食べ方のマナーについ
て、ざっくばらんにそして、自由に質問できる雰囲気を作っ
てくださる大竹先生のお話に皆さんくぎづけでした。

【日時】   平成28年11月5日（土）
【会場】   サンメッセ香川
【参加】　勉強会：48名 入塾式：60名 懇親会：44名

後継者倫理塾勉強会・香川県倫理塾第3期生入塾式・懇親会平成29年度

　11月5日(土)、サンメッセ香川にて平成29年度後継者倫理塾
勉強会・香川県倫理塾第3期生入塾式・懇親会が開催されまし
た。初めに、2年後の開塾に向けて調査・研究を行っています後
継者倫理塾の勉強会を開催しました。
　続いて、入塾式では西内会長より6名の3期生に、入塾証の
授与が行われ、塾生の誓いを斉唱しました。そして、懇親会では
各単会の代表となった、第3期塾生からの決意表明、そして第１
期生、第２期生からは共に成長をしていこうというメッセージが

送られました。これ
から半年間、富士研
セミナー、善通寺合
宿、伊勢修養団研
修のほかにも多くの
活動で共に学び、成
長をしていくのが楽
しみな入塾式となり
ました。

Report of event
単　会　活　動　報　告

第800回記念モーニングセミナー 香川県高松東倫理法人会

【日時】　平成28年8月10日（水）
【会場】　プロスパーサンダー
【参加】　81社（93名）
　平成２８年８月１０日(水) ６：００からプロスパーサンダにて
香川県高松東倫理法人会 第８００回モーニングセミナーを行
いました｡
　｢寄り添う心と覚悟｣ と題して､さぬき市倫理法人会 会員 徳
武産業株式会社 代表取締役会長十河 孝男 （そごう たかお）
様にご講話いただきました｡
　会場は、｢ころばない･あゆみシューズ｣ 誕生の経緯と､十河様
の講話の内容に感動と熱気に包まれていました｡ 参加者は８１
社９３名でした｡ 参加者に心ばかりのお土産に赤飯をお持ち
帰りいただきました｡

第300回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8月26日（金）
【会場】　サンマリエフジイ
【参加】　62社（72名）
　準倫理法人会として開設から6年の年月を経て、皆
様のお陰様を持ちまして記念すべき300回目のモーニ
ングセミナーを開催するに至りました。

　大西国夫法人アドバイザーを講師にお迎えし「今を生きる」というテーマの
もと、倫理の基本、実践の大切さ、幸せになるために心がけるべき事など、大
変為になるお話を倫理の魅力と共に熱く語って頂きました。
　次の新たな「節目」を目指し、さらに倫理活動に邁進いたします。

講師：全日本作法会 家督 西四国本部長 
        ビジネスマナーインストラクター　大竹 智子

　マナーを身につけることは、もちろん自分自身のためでもありますが、そ
れ以上に、その時一緒にいる方々が気持ちよく過ごせるためのものだとい
うことを改めて学ぶ機会となりました。講座を終えて、お帰りになられる際
の参加者皆さんの笑顔が、とても嬉しい一日となりました。
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第800回記念モーニングセミナー 香川県三豊倫理法人会

Report of event
単　会　活　動　報　告

第600回記念モーニングセミナー 香川県高松南倫理法人会

【日時】　平成28年9月22日（木 祝日）
【会場】　田村神社会館2階
【参加】　105社（114名）
　マルチリンガル講師（10数ヶ国語）であり、台湾新幹線
やWBCの通訳として活躍されていて、全国で台湾に残る
日本人のココロについて講演している李久惟（ジョー・
リー）さんを高松南倫理法人会にお招きして節目の600
回経営者モーニングセミナーを開催しました。
　李久惟（ジョー・リー）様の講話「世界から見た日本・台
湾編』は、外から見る日本人と台湾人の事を詳しく教えて
もらいました。ありがとうございました。

設立15周年記念講演会 香川県三豊倫理法人会

【日時】　平成28年9月28日（水）
【会場】　琴弾荘
【参加】　講演会138名
              懇親会106名
　香川県三豊倫理法人会は、多くの方
にご指導・ご支援を賜り、このたび設立
１５周年を迎えることができました。
（平成１２年６月９日開設　平成１３年
６月９日設立）倫理研究所　津島晃一 
特任研究員に『後継者に伝えるべきも
の』のテーマでご講演をいただいた。

釣り・包丁研ぎ＆魚のさばき方講習・バーベキュー 香川県高松東倫理法人会

【日時】　平成28年10月10日（月 祝日）
【会場】　USE有限会社 上原 要一幹事の会社
　　平成２８年１０月１０日 体育の日、高松東倫理法人会は、会の親睦を図る為、
下記行事を開催しました。
6：00  ～ 船を出して「釣り」太刀魚等２０匹 【参加者9名】
13：00～ 「包丁研ぎ ・ 魚のさばき方講習」講師 菊地 勝幹事 【参加者6名】
15：00～ 「バーベキュー」 ＵＳＥ(有) 上原 要一幹事の会社にて 【参加者25名】
秋晴れの１日。 会員家族、 とても楽しい時間を過ごしました。

【日時】　平成28年9月29日（木）
【会場】　琴弾荘
【参加】　44社（60名）
　前夜に続き倫理研究所　津島晃一 特任研究
員に『倫理文化研究センターの研究員たち』の
テーマでご講話をいただいた。日頃馴染みのない
研究員の活動内容について興味深い講話聴講
に、早朝から多くの会員が一堂に会した。
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Company visit
香川デコス 株式会社

　４月１日に有限会社エムジーシ
ステムより、株式会社デコスと日
本ボレイト株式会社施工部門を香
川デコス株式会社の名称で分離
し独立しました。
　事業は、株式会社デコスのデコ
スドライ工法と日本ボレイト株式
会社のボロンｄｅガード工法の施
工しております。デコスドライ工法
とは、新聞紙をリサイクルして綿状
にして、ホウ酸で難燃・防虫・防腐処理した商品（セルロース
ファイバー）で住宅の断熱をしております。ボロンｄｅガード
工法とは、ホウ酸による住宅の防蟻と防腐処理を行っており
ます。
　二社のメーカーとも、全国に施工代理店制を敷き教育・施
工研修を実施した業者が施工し、メーカーと施工代理店で
保証書を発行し、保証をしております。どちらも、木材とホウ
酸石を原料としており自然素材で『安心』『安全』『快適』『健
康』な住環境を造り、維持費の少ない住宅づくりに貢献しよ
うと思っておりますので、一度ご相談をお願い致します。

代表取締役

香川県善通寺琴平倫理法人会

宮野　博光

〒765-0073　香川県善通寺市中村町1410番地
TEL 0877-35-8330
FAX 0877-62-9618

有限会社 アキヤマ自販

　香川県坂出インター近くにございます有
限会社アキヤマ自販です。昭和５９年創
業。坂出の現在の場所で、30数年かわらず
に営業いたしております。｠約100台の展示
車と運輸局指定の指定工場をそろえてお
ります。 
　もちろん、事務所のほうもかまえており
ますので、商談などもゆっくりと行うことが出来ます。ぜひ、一度
ご来店下さい。
　高級車から軽自動車までお買い得車を展示しております。展
示車以外にも、予算や希望に合わせた『注文販売』もおこなって
おりますので、ご相談ください！！ 

代表取締役社長

秋山　孝倫

〒762-0025 香川県坂出市川津町3526
TEL 0877-45-5131
FAX 0877-45-5153

有限会社 岸下タイル

　弊社は昭和47年にタイル・レンガブロッ
ク建設工事業として創業。お客さまのニー
ズに応えるかたちで平成5年よりエクステ
リア事業をスタートさせました。
　私は、平成2年より父の興したこの会社
で働き始め、平成20年に社長業を引き継
ぐことになりました。父の代からのスタッ
フ、地元のお客さまに支えられながらここ
まで来ることが出来たことに心より感謝し
ています。
　キシシタの最も得意とするのはエクステ
リア・外構の要となるタイルレンガ施工で
す。この作業のクオリティが全体の美しさや耐久性を左右するのです。タイ
ル・レンガはエクステリア・外構工事以外にもキッチンやトイレなど水わまり
などの内壁や床にも使用されていますので、住環境のさまざまなところに、
この技術が必要となってきます。
　住宅リフォームから水まわりの小さな修繕まで、住環境のどんな工事で
も私たちにお任せください。これからもエクステリアを通して日々の暮らし
に喜びが生まれ家族の団らんが一層楽しくなるように取り組んでまいります
ので宜しくお願い致します。

代表取締役

岸下　康洋

〒761-0122　高松市牟礼町大町1392-2
TEL 087-845-9672
FAX 087-845-3192

株式会社 隆和工業

　私ども株式会社隆和工業は、平成5年創業以
来、ビル建設工事・プラント工事・道路工事など足
場を提供する業務を通して、建物現場を支える縁
の下の力もちとして、社会に貢献して参りました。
　私たちが携わる建設現場は、ひとつの不注意や
事故で人命が危険にさらされます。だからこそ、安
全が重要であり、作業員一人ひとりの安全に対す
る意識、物に対する扱いなど細部まで気配りし取
り組んでいます。また社会の経済、文化の発展に無くてはならない、これらの
建造物の建築に携わるという事は間接的ではありますが、社会を創り未来を
創造していくことにつながります。倫理を通しても同じことだと思っています。

取締役部長

詫間　真

〒763-0091　香川県丸亀市川西町北1667番地1
TEL 0877-24-9618
FAX 0877-24-9622

香川県さぬき市倫理法人会

香川県高松市倫理法人会

香川県丸亀市倫理法人会


