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編集後記
　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、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
開していきます。皆様から忌憚ないご意見やアドバイスもお受け致しておりま
す。どうぞ宜しくお願い致します。                                                 広報委員会

香川県高松市倫理法人会
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Member exchange
会　員　交　流

大淀ボイラー興業㈱
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㈱あなぶきＣＯＲＰ
㈱興栄企画
㈲四国美フロア
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E ditor's note

　倫理法人会は、一般社団法人倫理
研究所の法人会員によって組織された
会です。「企業に倫理を！職場に心を！
家庭に愛を！をスローガンに、まずトッ
プ自らが純粋倫理を学び、変わること
によって、社員や社風を変え、健全な
繁栄を目指しています。
　職場の明朗化と企業の活性化のた
めに「倫理経営講演会」「経営者の集
い」等を全国的に開催しています。ま
た、経営者の学習活動として、毎週1
回、朝6時から全国681ヵ所で「経営者
モーニングセミナー」を開いています。
　各職場では、毎朝『職場の教養』を
活用した朝礼を実施。喜び溢れる働き
の輪を広げています。
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企業に倫理を!　職場に心を!　家庭に愛を!

　平成30年度、高松市倫理法人会会長を拝命しまし
た、有限会社岸下タイルの岸下康洋です。
　今年度、１０月に設立２０周年で、大きな節目を迎え
ます。２０年間、諸先輩方が培われた、良い会風を維持
すると共に会員の会社が倫理経営で業績が良くなるよ
う行動します。
　昨年度の普及では１９０名の会員拡大を達成し、多く
の会員さんが倫理の「奇跡」を体感し勢いが高まってい
ます。特に女性の新入会員さんが増え、会の活性化に
繋がっています。新入会員さんはもちろんの事、あまり
参加されていない会員さんにも積極的に声掛けをして
参加してもらえる会にします。そして、普及目標も２００
名として、ベテランの会員さんより普及の意味と目的を
伝えてもらい昨年度の勢いを続けていきます。

香川県高松市倫理法人会

「会長就任に
　　　　 あたって」
「会長就任に
　　　　 あたって」

香川県丸亀市倫理法人会

会長　伊藤　祐一 　皆様こんにちは、平素は東か
がわ市倫理法人会に、ご協力いただきまして誠にありが
とうございます。今年度は、来るのが楽しい、来てよかっ
たと思える会を目標として頑張ります。セミナー後の食
事会に出来るだけ多くの人に参加していただき、会員同
士のつながりを深めたいと思います。現在加入していた
だいている、会員さんを大切にして、会員さんの役に立
つ会にしたいと思います。
　また、現状は、小規模の単会のため、役員の負担がと
ても大きくなっています。みんなで協力して、倫理法人
会の活動が、重くならないようにしたいと思います。そし
て、会員さんが倫理で学んだことを実践することによ
り、奇跡が起こり、業績がダントツに良くなって、未入会
の人から、うらやましく思ってもらえるような会にしたい
と思います。

「来てよかったと
          思える会！」
「来てよかったと
          思える会！」

香川県東かがわ市倫理法人会

会長　桑島　功

　第30期坂出市倫理法人会の会長をさせて頂きます篠
原です。私は平成15年に坂出市倫理法人会が準として
立ち上げた時からのメンバーです。今までの5人の会長さ
んは、それぞれのタイプの中で精一杯単会を盛り上げ作
り育てて来たと感じております。
　30期中にはモーニングセミナー第700回を迎える六代
目の会長を受けるに当たり、単会に引き継がれてきた会
員さんとの繋がりを大切に、「本を忘れず」坂出市発足の
「初心」に立ち返るつもりで携わっていきたいと思いま
す。
　色々なバランスの中で一歩一歩の堅実な歩みをイメー
ジし、「モーニングセミナー」を中心に進めて行く事が大
切だと感じています。この一年どうぞ宜しくお願い致しま
す。

香川県坂出市倫理法人会
会長　篠原　晴伸

　勇気・やる気・元気の三豊！！です。
　会長を拝命して三年目になりました。さて私は三豊
倫理法人会会長としてお役に立つことができているで
あろうか、と自問自答の昨今、三年目のスタートをきりま
した。
　逢い難き倫理と出会い、丸山敏雄創始者を尊敬して
『万人幸福の栞』を胸に創始者最後のお言葉「先のこと
は心配するな、これがよい。」で勇気をもらっています。
　この一年も三豊倫理法人会会員さんと一緒に内外
拡充を目標に、明るく・仲良く・喜んで、モーニングセミ
ナーの充実を根底に7万社達成を目指して邁進いたし
ます。

「明るく・仲良く・
                喜んで」
「明るく・仲良く・
                喜んで」

香川県三豊倫理法人会

会長　森　郁恵

　この度平成3０年度高松東
倫理法人会の会長を拝命い
たしました有限会社アルカ
ディア企画　山田祐司と申します。皆様におかれまして
は日頃は倫理法人会活動にご尽力賜り深く感謝申し上
げます。
　平成25年より入会させていただき香川県後継者倫
理塾への入塾をきっかけにして倫理法人会活動に積極
的に参加させていただくようになり会長にまでご指名い
ただけたことは自分でも驚くとともに光栄に思っていま
す。若輩者ではありますがゴルフやBBQ、懇親会などレ
クリエーションを通して会員様相互の親睦を深め、MS
への積極的な参加を呼びかけ、MSの内容を充実させる
とともに普及目標を必ず達成することを目標として会長
の役を全うしたいと思います。まだまだ経験不足で至ら
ないところばかりですが香川県倫理法人会会員皆様方
のご指導ご鞭撻の程、お願い申し上げます。

「ご挨拶」「ご挨拶」

香川県高松東倫理法人会

会長　山田　祐司
　会長職を拝命し、2年目を迎えました。
　昨年度は、会員普及目標1,307社でしたが、1,321社の社数を達成しました。
さらに10単位倫理法人会すべてが達成という完全達成を成すことができまし
た。ご理解ご協力をいただきましたすべての方々に心から感謝申し上げます。
　創始より70年が過ぎた倫理運動は、「地球倫理の推進」と「日本創生」を二
大スローガンに掲げ、3年目となる基本方針「さらなる“新”に挑む」に取り組み
「循環の原理」を踏まえた柔軟かつ堅固な組織づくりを目指します。
今年度の活動方針として、
① 見えない存在をも意識した倫理実践力の向上。
② 内外拡充に基づく普及力の強化。
③ 基本に忠実な運営。

① 基本に忠実に行動する。
② 仲間づくり。
③ 後継者づくり。
④ 委員会の活性化。
⑤ 退会社防止。
以上を重点目標とし、主要役職者および該当する単会役職者間で協議の上、基本に返り明朗に愛和喜働のもと何事にも真
剣に取り組み継続的な拡充へ向けた組織発展を目指します。

「柔軟かつ堅固な組織づくり」「柔軟かつ堅固な組織づくり」

香川県倫理法人会
会長　西内　三悟

「初心」「初心」

会　長　挨　拶

The chairman’s greeting

会長　岸下　康洋

「明朗な
         倫理活動へ」
「明朗な
         倫理活動へ」

　平成30年度から丸亀市倫理法人会会長を務めさせ
ていただく伊藤祐一です。
　私が倫理を学んでよかった、と思っていることは、す
てきな方 と々の出会いがある、また自分自身が楽になれ
るという2点です。
　地縁も血縁もない地域で、倫理法人会のみなさまと
の出会いはとてもありがたいものでした。
　また自分以外の人や環境等のせいにせず、自分原因
説で考えるように努める習慣（まだまだですが）は、本
当に自分を楽にしてくれます。
　みなさんと一緒に、純情に正しい生活の法則を学び
続けたいと思います。
　どうぞよろしくお願いいたします。
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平成30年度　香川県倫理法人会
役職者運営委員会組織図
【目的】委員会制度は、役職者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
東原　寛二　副会長
丸山　保夫　副会長

二川　正志　相談役
中野　吉貫　相談役
国方　康夫　相談役

浜田　恵造　顧問

川上　正城　 幹事長
山本誠一郎　 副幹事長
喜田　浩一　 副幹事長

東　　秀憲　 監査
米田　　均　 監査

杉上　敏憲　委員長
髙木　　忠　委員（丸亀市）
川畑美佐子　委員（高松市）
植田　康広　委員（高松東）
秋山　益廣　委員（三豊）
松浦　清貴　委員（東かがわ市） 

杉本　昌弘　副委員長
岡田　文明　委員（坂出市）
溝淵　太一　委員（高松南）
細井　高志　委員（高松三木）
壺谷　泰久　委員（善通寺琴平）
石井　清英　委員（さぬき市）

吉田　光恵　事務長
高畑眞智子　副事務長

【任期】
会長の任期は3年を限度とする。
会長以外の役職者の任期は1年とし再任を妨げない。
平成29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

岡崎　伸基　委員長
横田　隼人　委員（丸亀市）
森　　久美　委員（高松市）
三田　直起　委員（高松東）
高橋　幸正　委員（三豊）
赤山　芳隆　委員（東かがわ市） 

蒲生　宰実　副委員長
藪内　零士　委員（坂出市）
尾崎　和憲　委員（高松南）
蒲生　宰実　委員（高松三木）
岡野　尚美　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
吉井　正人　委員（丸亀市）
姉川　　直　委員（高松市）
二川三四郎　委員（高松東）
岩原　光江　委員（三豊）
熊田　輝司　委員（東かがわ市）

好井　優明　委員（坂出市）
森田　浩之　委員（高松南）
三野　　聡　委員（高松三木）
三宅　正芳　委員（善通寺琴平）
松浦　孝誠　委員（さぬき市）

研
修
委
員
会

東條　倫博　委員長
白川　明宏　委員（丸亀市）
谷川　俊一　委員（高松市）
杉山　佳繁　委員（高松東）
山地　英司　委員（三豊）
新居　直子　委員（東かがわ市） 

片岡　政和　委員（坂出市）
北谷　勇雄　委員（高松南）
大森　貴文　委員（高松三木）
綾野　孝彦　委員（善通寺琴平）
出口　武志　委員（さぬき市）

朝
礼
委
員
会

堀家　孝宣　委員長
遠藤　健二　委員（丸亀市）
横井　信夫　委員（高松市）
中西　俊介　委員（高松東）
藤村　勝己　委員（三豊）
堀口ちづ代　委員（東かがわ市）

笠井　昭宏　委員（坂出市）
樋口　　満　委員（高松南）
山路　静江　委員（高松三木）
水原　　弘　委員（善通寺琴平）
上田　純平　委員（さぬき市）

広
報
委
員
会

菊地　千栄　委員長
髙橋　ひろ　委員（丸亀市）
佐久間陽子　委員（高松市）
松浦　景子　委員（高松東）
則久　郁代　委員（三豊）
田中　　緑　委員（東かがわ市）

松浦　景子　副委員長
山下　裕子　委員（坂出市）
溝渕　邦子　委員（高松南）
河田　光子　委員（高松三木）
安藤ミチ子　委員（善通寺琴平）
槙野奈沙美　委員（さぬき市）
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福濱　直樹　委員長
中川　繁和　委員（丸亀市）
二川　晃一　委員（高松市）
長友　英司　委員（高松東）
高橋　志匡　委員（三豊）
山口　大輔　委員（東かがわ市）

礒村　安倫　塾長
白川　明宏　実行委員長

渡邉　恵子　副塾長
細川　浩司　実行副委員長

船井　康雄　委員（坂出市）
楠木泰二朗　委員（高松南）
新家谷剛志　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）
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会　長　挨　拶

　昨年度より、会長を拝命し歴
代会長・役員・会員皆様方のご
指導・ご協力頂きまして、あっという間の一年が無事終
わりました。今年度は、２０１８年２月２２日に設立１０周
年を迎えます。次の１０年へのステップとして、会員の拡
充とモーニングセミナー参加者の拡大に、なお一層努
めてまいります。倫理法人会の基本理念に「明朗・愛
和・喜働」があります。
　明るく、仲よく、喜んで働くと言う事です。中でも、明
るい心を持ち続ける事が最も重要な事だと思います。当
単会では、モーニングセミナー、ナイトセミナー、交流
会、懇親会を通じて「明るさ・元気さ」を発信し会員皆
様の職場、家庭をますます明るく元気にし、笑顔の絶え
ない会にしていきます。
　今年度も役員・会員皆様方のご指導とご協力を賜り
まして頑張っていきますので、よろしく　お願い申し上
げます。

香川県善通寺琴平倫理法人会

「もっともっと
  明るく・元気に・
        朗らかに！！」

「もっともっと
  明るく・元気に・
        朗らかに！！」
香川県さぬき市倫理法人会

会長　川西　弘城

会長　宮野　博光

「明朗・愛和・喜働」「明朗・愛和・喜働」

　さぬき市倫理法人会の会長と
して、2年目のスタートを切ることとなりました。昨年、初
めての会長職を拝命して右往左往…。種 ご々迷惑をお
掛けしつつも沢山の方々に支えられ、一年を無事に終え
ることが出来ましたこと、先ずは心より御礼申し上げま
す。さて、新しい平成30年度を迎えましたが、昨年度に
引続き、倫理法人会活動の根幹でもある「モーニング
セミナー」が、一層「活気と魅力」に溢れるものとなる
様、役員一丸となって磨きをかけて参ります。また、倫理
歴の長短を問わず、会員の皆様が諸活動へ積極的に参
加・活躍頂ける雰囲気を醸成し、倫理のよさを体感・実
感できる「きっかけづくり」に励みます。
　「入会して良かった」と言われる会を目指し、微力なが
ら全力でお役を全うする所存ですので、引続きご指導・
ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

　昨年度から引き続き会長をさ
せていただく、内海信一です！！
昨年度は「明るく楽しくためになる」モーニングセミナー
を目指し、参加された方々が「来てよかった」と思ってい
ただけるような場作りを役員の皆さんと一緒に心掛け
てまいりました。
　また高松南名物の手作り朝食に関しては、月に1回男
子ご飯チームを作り、男性会員が中心となって朝食づく
りを行う体制にしたり、朝食時にモーニングセミナーの
感想を発表していただく時間を作ったりしました。
　今年度もモーニングセミナーの活性化を最優先と考
え、役員の皆さま一人一人が「あたたかいおもてなし」を
意識しお世話役に徹する事で、参加された皆さんに「参
加してよかった、また来週参加しよう！」と思っていただ
けるような場作りをしていきたいと思っています。
　何卒ご指導・ご協力よろしくお願いいたします！！

香川県高松南倫理法人会

｢今期も地道に
          こつこつと｣
｢今期も地道に
          こつこつと｣

香川県高松三木倫理法人会

会長　蒲生　幸代

会長　内海　信一

「役に徹して
　　　　場作りを」
「役に徹して
　　　　場作りを」

　高松三木倫理法人会　会長2年目を迎えることにな
りました。会員の皆様に支えて頂きながら1年間を無事
終わることが出来ました。ありがとうございました。感謝
申し上げます。
　さて、平成30年度も「地道にこつこつと」行きたいと
考えております。倫理法人会の基本となるモーニングセ
ミナーを｢明るく、楽しい、来やすい会」にして「今日の
講話はよかった、為になった」の声を聞ける様、役員の
皆様と意気を合わせ、良い会を目指します。
　高松三木も会員の参加者も少しずつではありますが
増えてきて、良い雰囲気になりつつあります。会員の皆
様と共に昨年よりは一歩前進出来る様、ご指導、ご協力
よろしくお願いいたします。　

委　員　会　組　織　図

The chairman’s greeting Organizational chart

企業に倫理を!　職場に心を!　家庭に愛を!



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

Report of event

6 7

行　事　報　告　

　本年度は、1,307社を香川県の目標として普及活動を行い、
報告会当日の速報普及数は、1,321社と目標を大きく超えての
達成となった。
　また県下10単会すべてが、目標値をクリアするという完全
達成で、西内三悟香川県会長の挨拶では、東原寛二県普及拡
大委員長を始め、単会会長・単会普及拡大委員長そして会員
の皆様への感謝の言葉と共に、目に光るものも見え厳しかっ
た目標達成への道のりが感じられた。
　東原委員長の経過報告でも、目標が安易に達成されたので
はなく、最終段階まで諦めない普及が行われたことを説明さ

れ、各単会会長からの
取り組み報告でもそれ
ぞれに厳しかった状況
が報告された。那須隆
方面長からの総評で
は、全単会達成へのお
褒めの言葉と共に、香

目標達成報告会平成29年度

【日時】　平成29年7月7日（金） 
【会場】　高松国際ホテル
【参加】　報告会80名  懇親会78名

　平成29年5月13日（土）の18：30より高松のホテルパール・
ガーデンにて、36名の出席者のもと香川県倫理法人会研修委
員会の主催で「万人幸福の栞」勉強会を行いました。
　栞の勉強会は、香川県倫理法人会西内三悟会長の「すべて
の人が幸せになる法則」を発見した丸山敏雄創始者が後世に
残してくれた17ヶ条を、基本に立ち帰って勉強していこうという
考えのもと、改めて今期より第1条から始めて一回1条ずつ講師
を招いて勉強しています。個人個人ではなかなか勉強できなくて

も、皆で集って楽しく勉強し
ていこうという会長の思い
が基にあります。
　今回の勉強会は第3回目
で、第3条の「運命自招」を
倫理研究所法人局普及事
業部次席の中国・四国方
面、那須　隆方面長の講師
により学びました。勉強会

「万人幸福の栞」勉強会第3回

【日時】　平成29年5月13日（土）18：30～
【会場】　ホテル パール・ガーデン
【参加】　36名

　5年振りの沖縄巡講ご報告
　去る6月19日（月）、沖縄県浦添市てだこ倫理
法人会の「経営者の集い」と翌朝20日（火）
「モーニングセミナー」にて講話をさせて頂きまし
た。
　会員数55名（とお聞きしており）ナイトセミ
ナーが近づくにつれ豪雨となり、参加者数を心配
しましたが、予想（？）どおり5名でした。が、翌朝
のモーニングセミナーは15名（出席率27％強）の
出席があり安堵しました。
印象に残ったことは
1．高松～沖縄間航空便が一日一便の為、前後に
時間の空白ができ、少し大変でしたが、翌日一社
（同業者ですが）だけ見学、交流ができました。
2．宿泊ホテルとナイトセミナー会場、モーニング
セミナー会場がそれぞれ異なる為、役員方の準

法人レクチャラー沖縄巡講 東 秀憲

▲西内三悟会長「挨拶」

川県の今後の課題も披歴いただ
き大変参考となった。本年度は完
全達成という快挙で、目標達成の
素晴らしさを味わう事ができた。
　懇親会席上では、お互いの健闘
をたたえ合うとともに来期に向け
ての新たな闘志も感じられる貴重
な機会となった。

備及び人集めには随分苦労されている様子でした。
3．モーニングセミナー前の役員朝礼では、少人数ながらあいさっ実習も見事な出
来栄えでした。
4．宮良副事務長の会員スピーチ（約10分間）は前夜（ナイトセミナー）の私の講話
をうまくまとめて報告頂いた為、NSにこられていなかった方にも話の流れがよく分
かり、私の説明も省けて大変切り出しやすかった。（初めての好事例）
5．朝食もゆで卵、パン、手作り野菜サラダ、コーヒーとシンプルな物でしたが心が
こもっており、食事訓もしっかりされていました。全体的に家族的雰囲気であり、会
員の普及拡充の面ではやや強さに欠ける点もありますが、小川会長、城間専任幹
事を中心に役員皆の息の合った運営に加え、84歳の重鎮（糸洌さん）もしっかり脇
に居られ、あたたかい味のある法人会でした。沖縄まで出向かせて頂き、感謝と、
ともにありがとうございました。

【日時】　平成29年7月17日（月） 
【会場】　沖縄県浦添市
【参加】　ナイトセミナー5名
              モーニングセミナー15名

委　員　会　活　動　報　告

Activity report

は、日本の神話「古事記」
の話から始まり、「天の岩
戸開き」が苦難は幸福の門
の由来であると丸山敏雄
創始者が自ら実験・検証・
証明をされたという話の、
わかりやすい解説がありま
した。
　人の一生や日々の生活
は、運命という不可抗力で
左右されるものでなく、「心
の通りに、境遇の方が変わっていく」ものであるから、喜び勇んでこ
とにあたって行こうと、前向きで明朗な心になるチャンスを見つける
きっかけとなったお話でした。
　勉強会に参加された方の感想も「相当準備されてのお話だったと
感じました。1回の勉強会に全力を注いでおられるのを感じました。」
という方面長の情熱に対する感想や「再度、今日来てない人にも聞
いてもらいたいと思いましたので、もっと栞の研修をして下さ
い！！」等々参加された方々の熱い気持ちが、終わった後も長く続く
勉強会となりました。

「万人幸福の栞」勉強会第4回

【日時】　平成29年7月22日（土）
【会場】　ウェディングチャペル セント・カテリーナ
【参加】　31名
　今回で平成29年度最終の「万人幸福の栞」勉強会となりました。  
大西国夫法人アドバイザーの講話は、ご自身の体験談から倫理に出
会って人前での話しが苦にならなくなったこと。　正しいことをやっ
てみることや、早く始めて早く終わる。という倫理を実践して、また実
験を試みてみて、そうして倫理の理解へとつながっていくこと。
　「家庭と金銭を守り、秩序を正す」という人としての、生き方をわか

りやすく解説して頂き、知らないうちに講話に引き込まれていき
ました。 人の一生は約3万日・・・１日、１日を無駄にせず大切に
刻んでいきたいと改めて思いました。
　そして、「万人幸福の栞」勉強会は次年度も是非継続してほ
しいという参加者からの要望も多くありました。     

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 法人レクチャラー
香川県倫理法人会 監査

東新電機株式会社 代表取締役
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朝礼研修平成29年度

【日時・単会】
平成29年2月27日（月）　東かがわ市・さぬき市　合同　
平成29年3月10日（金）　高松南　
平成29年3月15日（水）　丸亀市　
平成29年3月23日（木）　高松市・高松三木
平成29年3月24日（金）　坂出市・善通寺琴平 合同
平成29年4月11日（火）　高松東

落語で学ぶ 相続・事業承継
【日時】　平成29年6月11日（日）
【会場】　高松テルサ
【参加】　78名
【講師】　こころ亭久茶
　今回、第2回目の女性委員会活動として、「落語で学ぶ　相続・
事業承継」を開催いたしました。日頃から気になっていても切り出
しにくい話を今回のセミナーをきっかけに、家族の間で話題にして
いただけるよう企画しました。
　78名の参加者とともに、相続でトラブルになる確率が高い家族
構成の状況や、上手くいった相続のケースなど、事例を用いて分か
りやすくそして面白く、あっという間の2時間のお話でした。

　さすがに皆さんの前で質問される勇気ある方はおられませんで
したが、休憩時間には個別の質問に応じて下さり、質問された方
は皆さん満足しておられました。
　常にこの内容のお話にはトラブルのイメージが付きまといます
が、財産だけを相続しようとするから争いが起きるのであり、財産
だけでなく先祖や子孫への感謝や家族にこれからどのように生き
ていって欲しいかなど、相続する方達へ自分の思いを記すこと。そ
してどちらもが幸せになるために、お互いを思いやる心がトラブル
のない相続・事業承継に繋がっていくことを学ぶ機会となりまし
た。最後にこころ亭久茶師匠のお名前にある「こころ」には、そん
な思いが込められているという話をうかがい、笑いと心温まるセミ
ナーを閉会いたしました。

倫理経営基礎講座

テキスト：第15講『地球倫理の推進』
講      師：一般社団法人倫理研究所法人局　
              法人スーパーバイザー　栗山　章

テキスト：第15講 地球倫理の推進
講      師：一般社団法人 倫理研究所
               法人局 普及事業部 主事
              中四国方面  副方面長　田島 康賢

委　員　会　活　動　報　告

Activity report

　倫理とは・・人と人との生
活のすじみち
　地球倫理とは・・人間・地
球生物・地球無生物・宇宙天
体に対するみち
地球倫理の実践
○みどりを増やそう
○ゴミを減らそう
○水を大切にしよう
○エネルギーを大切にしよう
など学びました

香川県善通寺琴平倫理法人会

倫理経営基礎講座香川県さぬき市倫理法人会

　地球倫理とは何かを提唱した創始者 丸山敏雄について学んだ。地球倫理
の対象や地球人の考え方・物の見方、また、地球に対する倫理の実践として毎
日のように意識し自覚する必要性があることを具体例を挙げて判りやすい研
修内容であった。地球人として、地球の過去・未来を考えられ得る限り考えて
行動することを改めて自覚した。

【日時】　平成29年7月28日（金）
【会場】　琴平パークホテル
【参加】　23名（当該単会役員23名）

【日時】　平成29年6月8日（木）
【会場】　クワパーク津田
【参加】　13名

　上記日程で朝礼研修を実施致しました。
各単会独自の工夫を盛り込みながら、全ての研修が楽しく
元気よく朝礼研修を行い無事に終了しました。
　いつもですが、研修会スタート時は、かなりの緊張感に包
まれ、皆さんの顔はこわばり、不安いっぱいの表情でスター

トしますが、徐々に解れて、帰る頃には全員が笑顔になり、元気いっぱい
で帰って頂いております。
　新入社員様からベテラン社員様まで幅広く参加して頂き、また参加し
て頂いた皆様一人一人のお陰でとても良い研修会となり、いつも大変感
謝しております。来年度、たくさんの皆様の参加をお待ちしています。

企業に倫理を!　職場に心を!　家庭に愛を!
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親善ボウリング大会

委　員　会　活　動　報　告

Activity report

倫理塾第3期生修了式

　青年委員会では会員交流また未会員の普及を目的
としたきっかけの場として『親善ボウリング大会』を開
催しました。総勢79名参加していただき、2ゲームの短
時間ではありましたが、楽しい時間を過ごせ、 盛大に
交流を深める事が出来ました。皆様お疲れ様でした。

　この度 香川県倫理塾第３期生４名が約７ケ月間の活動を締め
くくる修了式を迎えました。
　「倫理法人会憲章に基づいて、創業者の精神を引き継ぎ、倫理
経営を正しく理解、実践し健全な企業経営を推進する後継者の
育成を図るとともに、倫理法人会活動を通して、人間力を培い、各
単位倫理法人会及び、地域発展に寄与する人材の養成」を指針に
塾生は富士高原研修所 経営者セミナー、善通寺宿泊研修、伊勢
修養団みがく特別講習会、活力朝礼コンテスト、親の足洗い、モー

ニングセミナーでの実践講話などの活動に取り組み、その成長と
決意の発展を修了式にて行いました。
　当日は天候にも恵まれ、塾生の門出としてすばらしい日になりま
した。たくさんの方にもお越し頂き、修了証授与式、
決意発表と式が進むごとに感謝、感動さまざまな感情が入りまじ
り、かけがえのない時間となりました。
　また、今年度は後継者倫理塾準備委員会として、委員長、塾長
をはじめスタッフ一同が「塾生教育の一端を担えることに感謝し、
塾生の成長をひとすじに念じ、委員会一丸となって運営に努める」
を心に取り組みました。修了式はそれぞれが持ち場で力を発揮す
ることが出来ました。

【日時】　平成29年7月23日（日）
【会場】　ラウンドワン高松
【参加】　79名

【日時】　平成29年5月27日（土）
【会場】　高松国分寺ホール
【参加】　88名

　坂元特別研究員の講演は、落ち着いた語り口とテーマに沿っての
内容、倫理経営の必要性を説かれ、（新しい事へのチャレンジ、TOP
の自己変革と周りへの配慮が事業を好転させる）素晴らしい内容で
した。
　村井法人レクチャラ－の事業体験報告は、多くの経営者が陥る
成功体験と失敗体験を赤裸々にお話し頂きました。倫理の学びで

香川県高松市倫理法人会

講演:テーマ「大転換の時代 ―“新”に挑む―」

事業体験報告:テーマ「あたりまえのことに磨きを」

一般社団法人倫理研究所 法人局 普及事業部
関東・甲信越方面 担当研究員 坂元　一成

一般社団法人倫理研究所 法人レクチャラー
群馬県倫理法人会 会長 村井建設株式会社 代表取締役社長村井　英夫

【日時】　平成29年5月11日（木）
【会場】　ホテルパールガーデン
【参加】　101社（130名）

Report of event
単　会　活　動　報　告

倫理経営講演会平成29年度

　過去最高の305名の来場を頂き盛況の倫理経営講演会を開
催出来ました。
　倫理研究所法人局普及事業部部長 和田毅理事の講演では、
特に「基本に戻る」と云う事がいかに大切かを強く感じました。
　また、金川俊一法人レクチャラーからは、「活力朝礼」日本一

の実績を踏まえての事業体験報告を頂き感動いたしました。
基本を大切に（常に足元を見て、基本に戻る）活力朝礼を実践（倫理
は実践）。
　倫理活動とは、『基本に忠実で実践しなければならない！』　再確
認出来た大変良い一日（倫理経営講演会）でした。また、運営につい
て、多々反省する中で会員の絆が深まるいい機会でした。関係者の
皆様お疲れ様でした。

香川県丸亀市倫理法人会

講演:テーマ「大転換の時代 ―“新”に挑む―」

事業体験報告:テーマ『朝礼と人材教育』

一般社団法人倫理研究所 理事 法人局 普及事業部 部長 和田　　毅

一般社団法人倫理研究所 法人レクチャラー
福岡県多の津倫理法人会 相談役  株式会社 BIG ROAD 最終責任者金川　俊一

【日時】　平成29年5月18日（木）
【会場】　オークラホテル丸亀
【参加】　131社（305名）

倫理経営講演会平成29年度

危機的状況を乗り越えた内容（自身の不徳と顧客への不遜な態
度に気づき自己変革に努める）は、参加者にとても判りやすく好
評でした。
　また、毎年恒例の懇親会でのアトラクションではピコ太郎ダン
スと水戸黄門(純粋倫理編）を高松市の重鎮と若手・中堅が演
じ、大盛り上がりとなりました。倫理経営講演会をきっかけに、
紹介者とグループリーダーがペアとなって参加のお礼に伺い、入
会に繋げていきたい。当日、翌日で３社入会が確定しました。

坂元一成研究員村井英夫法人レクチャラ－

企業に倫理を!　職場に心を!　家庭に愛を!
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　佐藤法人アドバイザーの講話は、講話者の人となりが伝わる
温かな講演でした。森法人レクチャラーの事業体験報告『強い
会社はみんなが喜んで働いている』は、倫理を学び会社が再生
したことを、非常にわかりやすく講話して頂きました。講演内容
もまとまって、とても聞きやすいものでした。

　今回の倫理経営講演会は普段、モーニングセミナーに参加してい
ない会員様にも参加していただき、これを機に、またモーニングセミ
ナーに出席して頂けるように声掛けをしています。
　この度、出席して頂いた未会員の企業様にも同様に倫理法人会に
入会して頂けるように役員一同頑張っています。

香川県東かがわ市倫理法人会

講演:テーマ「大転換の時代 ―“新”に挑む―」

事業体験報告:テーマ「強い会社はみんなが喜んで働いている」

一般社団法人倫理研究所　法人局　参事　法人アドバイザー 佐藤　博治

　　　一般社団法人倫理研究所 法人レクチャラー 大阪府堺市中区倫理法人会 会長
有限会社関西貿易 代表取締役森　　　勲

【日時】　平成29年5月22日（月）
              18：00～19：50
【会場】　三本松ロイヤルホテル
【参加】　101社（126名）

Report of event
単　会　活　動　報　告

倫理経営講演会平成29年度

　事業体験報告は『会社をよくする倫理経営-独立中小企業を
目指して-』のタイトルで武藤弘己参事法人レクチャラーの講話。
苦難福門、苦難の意味するもの、そして苦難観の確立について
話した。自身の周りで起きていること全てを肯定し、全てに対し
て感謝の気持ちをもつことが大切。
　「万象肯定、一切感謝」と捉え、苦しみが自身を救うと説いた。

苦しみとは自分を成長させるための踏み台であり、それを乗り越えた
ところに光明、歓喜の世界がある。
　次に『大転換の時代-”新”に挑む-』のタイトルで山中敦子法人
スーパーバイザーがご自身のご子息に後継者として会社を任せるに
あたって、様々な葛藤の中での気づきをお話しになった。実に見事に
倫理実践を積まれた氏の純情さに感動した。その後、二蝶のお弁当
を頂き、懇親会は大いに盛り上がった。

香川県高松南倫理法人会

講演:テーマ「大転換の時代 ―“新”に挑む―」

事業体験報告:テーマ『会社を良くする倫理経営－独立中小企業を目指して－』

一般社団法人倫理研究所　法人スーパーバイザー　豊田市中央倫理法人会　相談役
株式会社山信商店　取締役相談役 山中　敦子

一般社団法人倫理研究所 法人局 参事 法人レクチャラー
愛知県倫理法人会 相談役 有限会社武藤設計 代表取締役武藤　弘己

【日時】　平成29年5月24日(水)
【会場】　田村神社会館2階
【参加】　107社（127名）

倫理経営講演会平成29年度

　平成18年12月15日に50社で準三木倫理法人会の開設式
典、そして翌19年5月25日に106社で設立式典を挙行して本
年で10周年の節目の年にあたり、下記の次第にて記念行事
を開催しました。
　会員相互の理解を深める為、そして今後の各人、各社、倫
理法人会の発展の為、参加者を4チームに分け、グループ討
議を実施しました。各チームごとに討議内容を発表し、皆さ
んで共有、そして第2部懇親会では美酒を交わしながらの和
やかな行事終了となりました。

香川県高松三木倫理法人会

【日時】　平成29年6月16日（金）18：00～21：00
【会場】　トレスタ白山
【参加】　25名

設立10周年記念行事

　高松東倫理法人会は､ ６月２７日に高松テルサにて18：30より「伊勢神宮に学ぶ
広やかな心」と題して 修養団講師の寺岡賢（てらおかまさる）先生の無料ナイトセ
ミナーを行いました。県内単会だけではなく、遠くは高知から、５０社７３名の出席
をいただき拍手喝采の下､ 大盛況に終わりました。
　日本神話にでてくる神々の逸話や第二次世界大戦中起きた神風特攻隊・藤井一
中尉の妻子のことなど日本人として美しくそして誇りに思う出来事を紹介していただ

香川県高松東倫理法人会

【日時】　平成29年6月27日（火）
【会場】　高松テルサ
【参加】　50社（73名）

ナイトセミナー

12

【第1部グループ討議】
会長挨拶：蒲生幸代会長
進行の説明：図子泰専任幹事
グループ討議開始
各グループの発表
【第2部懇親会】
祝辞：杉上敏憲 県副会長
乾杯挨拶：前皇哲会員
閉会挨拶：東秀憲 県監査

きました。
　特に藤井一中尉の話では、多くの人がハンカ
チやタオルを目に当てていました。きっと参加し
ていただいた皆さんの心に､ 感動が大きなうねり
となって押し寄せたのだと思います。
　そして日本人として､ 美しい心を持つように心
がけるのと同時に周りのみなさんに語り継いで
いきたいと思いました。これからもまたこのよう
なセミナーを逐次開催したいと思っています。

企業に倫理を!　職場に心を!　家庭に愛を!
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香川県丸亀市倫理法人会髙木新建材株式会社

14

会　員　紹　介

Company visit

　弊社は創業43年になります。両親が起業し、平成24
年に後を任されました。事業内容としましては、一般の
方、個人の大工さん、県内の工務店様、ハウスメーカー様
を中心に内装建材　住宅設備機器　木材等の販売を
しています。又、昨今は外壁サイディング工事、ＬＳＧ内
装工事、現場施工断熱工事なども施工しております。
　環境に配慮した建築資材、省エネル
ギーに対応した断熱や県内産の桧材等
の木材などを率先して取り扱っていきた
いと思っています。これからも地域密着
型の販売店として邁進してまいりますの
で、どうぞ宜しくお願いします。
　また、専任幹事を今期務めさせて頂き
ました。最後に、我が家には可愛いペッ
トがおります。家族同然で無くてはなら
ない存在で、仕事の疲れ・ストレス・夫
婦間の癒しになっています。

代表取締役

髙木　忠

〒763-0053　香川県丸亀市金倉町1167-5
TEL　0877-23-0595
FAX　0877-24-2220  
E-mail  tkg-yt.0227@bz03.plala.or.jp

香川県高松市倫理法人会株式会社 サクマ

代表取締役社長

佐久間　美光

〒760-0071 香川県高松市藤塚町1-1-4
TEL　087-831-6776
FAX　087-837-1637  
E-mail  tori-umaikashiwa-sakuma.jp

香川県三豊倫理法人会いこい茶屋 オフィスIKUYO

代表

則久　郁代

〒769-1101　香川県三豊市詫間町詫間3573-1
TEL　090-9778-4380
アドレス：sanuki-friends@fol.hi-ho.ne.jp
https://www.facebook.com/ikuyo.norihisa

香川県高松東倫理法人会K’s Bar Koike

　二年半前、お店を開店しました。子育てや主婦パート
をしていた私の生活が大きく変わったのです。考えも及
ばなかった事をしようとするのにとても悩みました。当
然の事ですが、家族や周囲の反対もありましたが押し
きって、そして小さなお店を古馬場に開店しました。
　あれからあっという間に二年半が過ぎました。これ
までやってこられたのは、お客様や周りの人たちに助けて頂いたお陰だ、と心
から感謝しております。お酒を飲めない方にも楽しんで頂けたらと思い珈琲な
ども用意しております。そんなことも在り女性の方にも来て頂いています。
　私一人の小さなお店なので、充分な事が出来ず心苦しい事もあります。が、
二年半前のあの時の初心を忘れないでこれからも感謝の気持ちで努めていき

たいと思っております。近くに
お越しの際には是非お気軽に
お立ちより下さい。

代表

松浦　景子

〒760-0045　香川県高松市古馬場町7-12　AKBⅡビル4F
TEL　087-823-5056
OPEN/20：00～
定休日/日・祝

　15年勤めた病院管理栄養士を辞め、Ｈ28年2月に起
業。12年前から行う食育活動の集大成として、保育所や
企業などで講演や自宅セミナーなどを企画し、食の大切
さを伝え『食を通してこころと体を元気に』をスローガン
に自分が家族が地域が元気に！を叶えるために設立しま
した。
　自宅セミナーでは、健康と食をテーマに様々な分野で
活躍されている先生をお招きし、また自ら講師となり講演
と簡単料理教室付きで発酵食オンパレードのランチをお
出ししています。かぎりなく農薬・化学肥料を使わず育て
た野菜を使い、調味料も添加物のない本物志向で心と

身体に優しい料理を目指
しています。自宅セミナー
のご案内はFacebookで
お友達のみにご案内して
ますので、ぜひお友達に
なってくださいね。

　創業明治19年の株式会社サクマは、「かしわサクマ」として地域の
皆様に何世代にも渡りご愛顧頂いております。鶏肉専門店、食品総
合卸に加え最近では香川県の支援を頂いて特産物と鶏肉をコラボし
てオリジナル商品の製造販売も始めました。
　又、お忙しいお客様の声を聞いてコロッケや唐揚げ等のお惣菜も
日替わりで並べたり、観光で来られたお客様の為に骨付鳥を日持ち
する様に加工してご用意するサービスもしております。
　倫理とは後継者がいなくて悩んでいた時、ご縁を頂いて高松市倫理法人会に通う様になり

ました。そして2年目の今年お陰様で4月に次男が東京から帰っ
て来て入社してくれました。
　新しい事など相談できる様になり喜
んでおります。モーニングセミナーや会
員の皆様のお姿から色々な気付きを頂
き心から感謝しています。皆様に必要と
される企業として和を似て精進して行
きたいと思います。今後ともよろしくお
願い申し上げます。

企業に倫理を!　職場に心を!　家庭に愛を!


