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香川県東かがわ市倫理法人会

【日時】　平成29年2月26日（日）
【行先】　日本海に面した民宿 網野
               出石の街並み散策
【参加】　17名

Report of event

　設立9周年を迎えた当会は、毎年の周年
行事として恒例の研修旅行を実施。
　民宿での蟹三昧昼食後、2月末の身を切
るような風を受けて白波の立つ日本海に向
う会員の姿は凛々しく逞しく美しく・・・当
会の活性化ここにあり！
　また、様々な歴史的ドラマを生んだ五万
八千石の城下町「出石」では出石城や家老
屋敷を訪ね、締め括りは挽きたて・打ちた
て・茹でたて、伝統の「三たて」出石皿そば
を堪能。
　また明日から、10周年20周年と継承され
ていく倫理法人会活動に精進します。

香川県善通寺琴平倫理法人会設立9周年記念 研修旅行

単　会　活　動　報　告

香川県倫理法人会QRコード



　2017年2月14日（火） ウェディングチャペル セントカテリーナ
において、72名の参加（懇親会63名：方面長・副方面長含む）で
29年度の普及拡充活動における中間期の達成状況発表会を開
催しました。
　県下全体中間目標1,254社に対し、29年2月14日現在で1,222
社32社未達成の結果となりました。
　また、県下10単会中、7単会が目標達成しました。達成できな
かった最大の原因として、年度当初3ヶ月で60社の退会があり、
また1月だけでも11社の予期せぬ退会がありました。7月7日開催
の29年度普及拡充発表会では、1,307社 県下10単会完全制覇
を目指して、必ず達成することを誓い合いました。

普及拡充中間発表会平成29年度

【日時】　平成29年2月14日（火） 
【会場】　ウェディングチャペル セントカテリーナ
【参加】　発表会72名　懇親会63名

　18日開会式の後、「中間目標達成に挑んだ私たち」をテーマに各県10分
間の発表を行った。各県ともそれぞれに真剣な活動を行っている事、また多
くの障害を乗り越えながら目標達成に挑んでいる姿が良く判った。
　また分科会では、香川県より参加いただいた県役員及び単会会長専任幹
事との意見交換を行う事が出来た、日頃の役員会などでは話せない内容が
あり大変有意義だった。翌日の特別ＭＳの後、各県代表による今年度末へ
の決意発表を行った。
　他県の決意も改めて確認し、また香川県の各単会の決意も再認識する
事が出来た。本会は不定期で行われているとのことだったが、中間拡充発
表の充実、また期末への決意の確認のためには大変貴重な会と思われる。
今後は毎年開催を期待したい。

中国・四国方面会平成29年度

【日時】　平成29年2月18日（土）～2月19日（日） 
【会場】　松江しんじ湖温泉　ホテル一畑
【参加】　総数142名　（香川県16名）
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行　事　報　告

Report of event

▲西内三悟会長「挨拶」 ▲東原寛二 普及拡大委員長「経過報告」

　2017年3月16日（木） 高松・田村神社会館において、33
名の参加で、29年度第3回普及拡大勉強会が開催されまし
た。
 　倫理研究所 法人局 参事 法人アドバイザー 徳永孝明
氏を講師にお招きし、「普及とは」をテーマに普及拡充活動
体験を講話して頂きました。
　倫理学習の両輪として、①真摯なる実践②熱烈なる普及
を掲げ、普及に対する考え方については、元法人局長中西
氏のそれを参考に、10項目に及ぶ考え方を教えていただ
き、さらに普及活動のポイントとして、7項目の要諦も教授

普及拡大勉強会平成29年度　第3回

【日時】　平成29年3月16日（木） 
【会場】　高松・田村神社会館
【参加】　33名

　『万人幸福の栞』勉強会は今回で第2回目で、第2条「苦難は幸福の門」を徳永法人アドバ
イザーの講師で学びました。     
　どんな人も大きな仕事を持てば持つほど、より立派な「器」が要求され、苦難も多くなる。己
の小さな心の中に諸問題がおさまりきれないで、頭や手足がはみ出し、そのはみ出した頭や
手足を己の小さな心の中に押し込もうと苦しんでいる姿なのだから、己の心を一回り大きく
すれば、はみ出した頭や手足はスッポリと入ってしまう。  
　また、2人以上の共同生活に邪魔になる心「わがまま」を取り去る実践が己の心を豊かに
してくれるから「苦難は人生の宝」であることを教えて下さり、逃げ腰にならず、ニッコリ笑っ
て取り組みたくなりました。     

『万人幸福の栞』勉強会第2回

委　員　会　活　動　報　告

Activity report

いただきました。
　後半はロールプレイングを実施し、3段階の場面設定をして、高松市の
平賀会長・川畑普及拡大委員長のペア　高松東の植田副会長・山田専
任幹事のペア　高松南の細井・廣重幹事のペア 計6名の方々に実際に
普及活動を演じていただきました。
　皆さんの迫真にせまる演技で勉強会も大いに盛り上がりました。あり
がとうございました。 

【日時】　平成29年2月25日（土） 
【会場】　ホテルパールガーデン
【参加】　34名
テキスト：第2条 「苦難は幸福の門」
講  　師：一般社団法人 倫理研究所
              法人局 参事  徳永　孝明

　純粋倫理という生活法則のエッセンスを凝縮して、
わかりやすい標語にまとめたのが「万人幸福の栞17カ
条」です。

第2条 苦難は幸福の門【苦難福門】
　病気や災難、貧苦、家庭不和といった苦難が人生に
は多くあるが、これらは生活の不自然さ、心のゆがみを
自分に教えてくれている。したがって、苦難に直面したと
きは、嫌がったり逃げたりせずに、堂 と々喜んでこれを
迎えよう。苦難の原因を取り除くべく自分を改めれば、
そこに幸福の世界が開けていく。
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　参加企業様6社、香川県倫理塾第3期生の皆
様、計7チームの参加で無事、活力朝礼コンテス
トを行う事が出来、本当にありがとうございまし
た。
　どの企業様も唯一無二の朝礼で本当に素晴ら
しかったです。減点しながら点数をつける事がこ
んなにも辛いものだと思わせるコンテストでし
た。出場して頂いた株式会社ＵＭＯＧＡ様は、会
長、社長の二人で勇気を出し出場して頂き、人柄
が表れた優しい朝礼。
　セント・ベイヒルズ様は、大西支配人とフレッ
シュマンのチームでしたが、皆さんの足並み、笑
顔、元気な声が揃い最高の出来でした。当日まで
の頑張りで全員一皮むけたことと思います。
　桑島林産工業株式会社様は、勢い、迫力、男
らしさ、ダントツでＮｏ１、オンリーワン。会社が
掲げる日本一を目指すにふさわしい朝礼で本当
に感動しました。
　壺谷建設株式会社様は、皆様の控えめで誠
実な人柄を表す朝礼で安心感はダントツ。仕事
が終わった後、全員が残り練習をされたことが今
後につながれば最高です。

　株式会社ヒカリ様は、ヘルメットをかぶり普段通りの朝礼をして下さいました。日
頃より安心、安全に注力されている日々の活動の成果だと思いました。
　株式会社タケダ様は中堅2人とフレッシュマンのチームでしたが、短期間に新人さ
んも実力をつけさすがだなと思いました。誰一人力を抜くことなく全員が一生懸命な
のが皆さんに伝わり堂々の最優秀賞。香川県倫理塾3期生の皆様、何時も模範とな
る素晴らしい朝礼でした。真剣な取り組みにはいつも頭が下がります。出場された
各企業の皆様、本当にありがとうございました。

活力朝礼コンテスト平成29年度

　本日の基礎講座では、家庭と事業について勉強しまし
た。事業を支える家庭は全生活の拠点であり、くつろぎ、
やすらぎ、憩い、癒しの場であり、また生きる力、豊かな心
を育む人間教育の場であること。
　そして、理想の家族とは、明るく朗らかであること、仲よ
く争いがないこと、うるおいに満ちていること、喜びがあ
ふれていること。

　この度の倫理経営基礎講座は、中国・四国方面長が
講師に、テーマ－「家庭と事業」事業の繁栄には、家庭
が深く影響して、夫婦・親子の健全事業経営に付いての
勉強会でした。
　倫理経営基礎講座は、各単会で役員対象に開催して
おり、純粋倫理に基づいた経営、「倫理経営」の基礎を
学ぶ場です。沢山の経営者が学び、実践しております。

　また、家庭と事業は、車の両輪の如く、家庭の安定が事業繁栄のもとで
あることなどを森脇慎一法人スーパーバイザーの体験や実践を交えながら
の研修により、夫婦の一致和合と企業の安定繁栄への理解を更に深める
ことができました。                                         研修副委員長　鍋坂 信也

高松東倫理法人会

Activity report

【日時】　平成29年3月15日（水） 
【会場】　ホテルパールガーデン
【参加】　13名（自単会役員13名）
テキスト：第14講　家庭と事業
研  　修：一般社団法人 倫理研究所 法人局 普及事業部
              次席 中国・四国方長 方面長 那須　隆

倫理経営基礎講座

高松南倫理法人会倫理経営基礎講座

【日時】　平成29年3月21日（火） 
【会場】　大渚亭本館
【参加】　18名（自単会役員16名）
テキスト：第14講　家庭と事業
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ー　森脇慎一

　事業の繁栄には家庭のありようが深く影響して
いる。すべての幸福を生みい出すのは家庭で家族
が幸せでなければ会社はうまくいかない。
　その幸せの定義は①健康(家族、社員)②経済
（最低限のお金）③絆（仲良くしているかどうか）お
父さんを尊敬する様な家庭を築く事が大切で、家
庭と事業は深く密接していて、家庭を一番大事にす
ることで自ずと事業も繁栄することを学びました。
　懇親会でもディスカッションを深め大変有意義
な時間を過ごしました。

高松三木理法人会倫理経営基礎講座
【日時】　平成29年3月13日（月） 
【会場】  トレスタ白山
【参加】　9名
テキスト：第14講　家庭と事業
講  　師：一般社団法人 倫理研究所
              法人アドバイザー 飯塚秀夫

【日時】　平成29年4月22日（土） 13:30～ 
【会場】　高松国分寺ホール
【参加】　82名

委　員　会　活　動　報　告
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　伊勢研修は香川県倫理法人会倫理塾のカリキュラムとして今
年で2度目となりました。参加者は10社10名、委員会スタッフ・3期
生の合同参加での研修です。「自分磨き」をテーマに1泊2日の研
修になります。4日、早朝6時に出発、行きのバスの中で各々が今
回の研修で学ぶテーマを語り合い、約6時間の道のりはあっとい
う間に過ぎ去ります。
　到着して目に入る研修センターの佇まいは、創立100年以上と
なる重みを携え、凛とした静けさの中にはりつめた緊張を感じさせ
るものでした。到着早々、研修がスタート、まずは童心行という講
座からです。幼い頃を思い出し、だんだんと鎧が外され心が軽く
なっていきます。そんな楽しい時間も瞬く間に過ぎて、次は緊張の
面持ちで迎える五十鈴川での禊の時間。時間は午後8時過ぎ、人
工音の無い、ただ自然が奏でる音だけが耳に届く静寂の中、掛け
声とともに川に浸かります。肌に突き刺さる水の冷たさは、心身と
もに清め、解放してくれます。禊が終われば初日最後の講話の時
間となり、そこで命の尊さを学びます。時間の感覚を失ったように
一日が終わります。

　翌日は伊勢神宮（内宮）へのご参拝、樹齢1,000年を超える樹
木に迎えられる中、一般では立ち入られない特別参拝をさせて頂
き、日本の歴史文化に触れ、大いに感動をうけます。そして、研修
最後の講話では、日本の歴史、日本語の奥深さ、日本の心を学び
ます。あっという間に終わる伊勢研修ですが、心に残るものは大
きく、参加者各々に気付きがあったと思います。
　「よろこべば 喜びごとが よろこんで 喜びつれて よろこびにく
る」今日一日を喜んで生きていくという大切さをあらためて心に刻
めた伊勢研修となりました。

　労働集約型と
もいえるリネン清
掃業の会社経営
を通じて様々なご
苦労や喜びを体
験された真行寺法
人レクチャラーが
倫理に出会うまで

の独善的な判断に基づく運営面での躓きや栞5条「夫
婦対鏡」さながら夫婦の合一や家庭愛和こそが繁栄の
礎と確信された共感を呼ぶ体験報告でした。
　群馬県で税理士事務所を経営されておられるという
田島法人スーパーバイザーの講演はタイトルに沿ったも
ので、近年の価値観の変革や混沌とした将来見通しの
中でも私たち経営者の衿持を栞17箇条から引き出され
警鐘と自己革新の必要性を説かれるものであった。

　戦後の復興は高度成長期から飽満なバブルの時代を経て現在の少子高
齢化を原因の一つとする国際競争力の低下や様々な社会不安から識者は”
消滅都市”とか”下流老人”といった新名称で問題提起もされている。われわ
れ倫友の真価が問われる時であると痛切に感じた。

Activity report
みがく特別講習会

香川県高松東倫理法人会

【日時】　平成29年2月4日（土）～5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】　10名

講演:テーマ「大転換の時代 ―“新”に挑む―」

事業体験報告:テーマ「妻の支えが事業経営のカギ」

法人スーパーバイザー　株式会社中央経営　代表取締役社長 田島　眞治

法人レクチャラー　茨城県倫理法人会 会長　株式会社マコトサービス 代表取締役 真行寺　廣始
【日時】　平成29年2月21日（火）
【会場】　高松国際ホテル
【参加】　100社（182名）

香川県三豊倫理法人会倫理経営講演会平成29年度倫理経営講演会平成29年度

講演:テーマ「大転換の時代 ―“新”に挑む―」

事業体験報告:テーマ「成田空港 高速バス物語～すべては繋がっている～」

一般社団法人倫理研究所　法人局普及事業部　次席　関東・甲信越方面　方面長 津隈　亮二

一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー　千葉県千原倫理法人会　専任幹事
ビィー・トランセホールディングス株式会社　代表取締役 吉田　平

【日時】　平成29年4月12日（水）
【会場】　琴弾荘
【参加】　117社（189名）

　自分自身の体験をお話しいただいた事業体験報告は大変わ
かり易く理解できた。純粋に受け入れることの大切さ、それに
よってどのように好転していったかが、心に入ってきた。
　講演は‘倫理’の根源について改めて学ばせていただいた。今
回の講演会をひとつの足ががりとして未会員の方に密に連絡を
取り、モーニングセミナーへの参加声掛けを行っていきたい。

　未会員を含め、多くの方に出席いただき、倫理法人会活動の一端に触れていただくことができてよかった。事業体験報告は、体験に
基づく倫理経営についてお話をされ未会員の方にもわかり易い内容であった。講演も素晴らしい学びと気づきをもたらしていただいた。
　今後は、出席のお声掛けを行った役員会員を中心に、フォロー（普及）に努めていきます。

香川県坂出市倫理法人会

講演:テーマ「大転換の時代 ―“新”に挑む―」

事業体験報告:テーマ「苦難は幸福の門」

一般社団法人倫理研究所　法人局　法人スーパーバイザー 遠藤　就子

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　副幹事長　株式会社 ラワーショップ ナーセリーさぬい 代表木本　隆宣

【日時】　平成29年3月7日（火）
【会場】　ホテルサンルート瀬戸大橋
【参加】　97社（114名）

Report of event
単　会　活　動　報　告

倫理経営講演会平成29年度

委　員　会　活　動　報　告
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　実践を踏まえた事業体験の報告は、聴講された多くの方の共感を呼び、経営の礎となった。
　また、講演も倫理研究所や倫理法人会活動指針の基本となる学びなど、わかり易く丁寧な内容で今後の活動などに於いて大変勉
強になった。未会員参加者の紹介者を中心に今後の活動への参加お誘いを行い、会の活性化や入会に繋がるような活動に努め、今回
の講演会を活かしていきたい。

　モーニングセミナー出席強化月間 当該単会100社出席目標に
向かってナイトセミナーを実施。『ありがとう この生命（いのち）あ
りがとう あなたとの出会い』のテーマで、少林寺拳法グループ総
裁 宗　由貴氏のご講演をいただいた。

香川県善通寺琴平倫理法人会

講演:テーマ「大転換の時代 ―“新”に挑む―」

事業体験報告:テーマ『倫理経営で世界展開！「運命自招」』

岩田　三千生

一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　副会長　株式会社 エコファクトリー 代表取締役社長

一般社団法人倫理研究所　法人局　法人スーパーバイザー
株式会社 岩田組 代表取締役副社長

村上　尊宣
【日時】　平成29年4月21日（金）
【会場】　琴平グランドホテル紅梅亭
【参加】　86社（117名）

倫理経営講演会平成29年度

香川県丸亀市倫理法人会ナイトセミナー
【日時】　平成29年2月16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】　136名

Report of event

　平成18年12月15日に50社で開設スタートし、翌16日の第1回モーニングセミナーから
回を重ねて本年の3月28日で500回目を数える事になりました。記念すべき当日の講師
は「進化・加速する女性活躍」のテーマで香川経済同友会代表幹事で(有)ライブハウジ
ング専務の竹内麗子女史をお迎えして参加者32名で有意義なモーニングセミナーとな
りました。
　本年は当法人会にとっては5月に設立10周年を迎える節目のとしでもあり、蒲生幸代
会長のもと役員一同、今後ますます充実発展させるべく決意を新たにしたモーニングセ
ミナーになりました。

香川県高松三木倫理法人会第500回 モーニングセミナー
【日時】　平成29年3月28日(火)
【会場】　トレスタ白山
【参加】　31社（32名）
テーマ『進化・加速する女性活躍』
講話者：香川経済同友会 代表幹事
            竹内麗子

　第1100回モーニングセミナーを迎えた
当会は、香川県倫理法人会 津島晃一 初
代会長（現在は一般社団法人倫理研究所 
特任研究員）を講話者として迎えた。
　テーマは『第1回ＭＳの思い出』
　平成6年、香川県倫理法人会ではじめて
のモーニングセミナーが行われるまでの
涙あり笑いあり・・・多々の苦難困難、そし
て大きな喜びや出会い、交流などのご講
話をいただいた。
　また、倫理法人会の必要性や役割、地
域社会との関わりなど、倫理法人会開設
（注 50社以上100社未満）に至るまでの
仲間とのなかで培ったものについてのお
話は、近年入会された会員はもちろん、当
初からの会員も深く心に残る感銘深いご
講話であった。

香川県丸亀市倫理法人会第1100回 モーニングセミナー
【日時】　平成29年4月7日（金）6：00～7：00
【会場】　ウェディングチャペル セント・カテリーナ
【参加】　54社（82名）

　22歳で、少林寺拳法の創始者・宗道臣の後を継ぎ、少林寺拳法
グループ総裁として今日までの多くの出会いの中で、誇るべき日本
の文化を担う次世代の育成、また中高年がいまの社会をどう考え
選択して生きていくか等について語られた。
　136名の聴講者は、生き生きと生きられる社会づくりや地域社
会でのコミュニティづくりなど、広く講演活動・文化交流活動に力
を注いでいる氏の熱い思いにふれて、意義あるセミナーのひと時
を共有した。

単　会　活　動　報　告
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会　員　紹　介

Company visit

　平成12年7月創業 有限会社日通テレ
コムとしてスタートし、翌年平成13年6
月に現社名の四国アイティサービス有
限会社を設立いたしました。
　現在、高知・香川と拠点を構え、情報
通信機器販売・工事・保守メンテナンス
を事業としております。情報通信機器！？と言われると何だろ
う？と思われる方も多いのではないかと思いますが主には企
業に必要不可欠なビジネスホン・ディジタル複合機・インター
ネットセキュリティ商品・サーバーをメイン商品とさせていた
だきIT分野に関しての専任担当者を配置する事が困難な中小
企業様に、最適の情報システムの構築と最大限の経費削減
を日々行っております。
　倫理との出会いは平成27年8月に高松南倫理法人会にご
縁をいただき、人間力を高める学びと実践との出会いは弊社
にとっては目からウロコでした。働く仲間、その家族、お客様、

執行役員営業本部長

尾崎　和憲

〒761-8064　香川県高松市上之町1丁目６-１６
TEL  087-869-1212
FAX 087-869-1231
e-meil info＠shikokuit.ne.jp       
HP http://shikokuit.ne.jp 

香川県高松南倫理法人会四国アイティサービス 有限会社

お取引メーカー様を大切にし、
心の経営を行う本当の大切さ
を教えていただいております。
揺れ動く情報化社会の中で弊
社の理念でもあります。「豊か
な心を持つ全員経営」を基に
忘れず地域社会に貢献し続け
る集団で有り続けたいと、学び
と実践を励む所存です。

　私たちが開いております喫茶店の
モネコーヒーサロンは、6月で15周年
になります。千葉に住んでいました
時、美味しいコーヒーを飲ませてくれ
る喫茶店でコーヒーの淹れ方、焙煎
の仕方等を教わり、退職後、主人が
育った場所で喫茶店を開くことがで
きました。
　コーヒーは自家栽培した豆を使
い、ケーキもカレーライスも手作りしております。出来るだけ
美味しいコーヒーをと思い、必ず二回の手選をし、きれいな豆
だけを使っております。
　1回目の手選は焙煎前の生豆の時、2回目は焙煎後です。焙
煎方法も自然焙煎の特技である外気温の変化に合わせて温
度を変えるなどテクニックも加えております。
　一般にコーヒー豆は、焙煎後から鮮度が落ち始め、古い
コーヒーは、味が悪くなるし、身体にも良くないので出来るだ
け種類を少なくし、通常はキリマンジャロ、コロンビア、マン
デリンの3種だけを販売しております。更にこの3種類のコー

代表

松井　裕子

〒761-0313　香川県高松市下田井町246番地
TEL&FAX 087-847-3955

香川県高松三木倫理法人会モネコーヒーサロン

ヒーが平均して売れる様
に「本日のサービスコー
ヒー」の制度も設けてお
ります。以上の様に皆様
方のご協力のお陰で充実
した生活を送らせて頂い
ておりますので深く感謝
申し上げます。

　当社はアクセサリー各種小物のパー
ツを、楽天をはじめ3サイトにてインター
ネット販売をしています。商品は、ガラス
ビーズ・ホタルガラス・とんぼ玉・蓄光ガ
ラスビーズ・インドビーズ・ピアスやイヤ
リング金具・チャーム・カボション・ウッ
ドボタンなど、他店では見られないよう
な珍しいビーズやワンランク上のパーツ
を取り扱っています。
　実店舗がなくお客様に実際の商品を
手にとってご覧いただけないため、リア
ルなイメージを少しでもお伝えできれば、と画像撮影やネーミ
ング・商品説明にはこだわっています。
　ご注文をいただきお届けしました当社のパーツが作り手さ
んのお手元で作品になり、ご自身オリジナルのアクセサリー
やご購入希望のお客様に届きます。

代表取締役

吉田　光恵

〒764-0034　香川県仲多度郡多度津町山階312番地10
TEL 0877-33-0013
FAX 0877-35-7033
e-mail  y@ichirin-y.co.jp
http://www.ichirin-y.co.jp/

香川県善通寺琴平倫理法人会株式会社 一凜

　弊社は創業55年になります。私が美容業
を始めたのは、夫の母が美容室を経営して
いたことがきっかけです。私は美容業を続け
られるナァ・・・と思うほど皮膚が弱く大変
でした。ですから使うものにとてもこだわる
ようになりました。人の身体は、経皮毒の影
響を受けやすいからです。だからこそ、お客

代表取締役

三谷　房世

〒761-0121　高松市牟礼町牟礼2220-11
TEL 087-845-2440
FAX 087-845-2440

香川県さぬき市倫理法人会有限会社 CUT HOUSE ヤクリ

　お客様のご要望とイメージをカタチ
に、身につけてくださった方が、明るく
元気にキラキラと輝き、生き生きと過
ごされるお役にたてるように、スタッフ
一同、心をひとつに努めています。

様の髪・頭皮・肌（身体）を大切にしたいと思っています。皮膚から
の吸収によって身体は影響を受けるので、使うシャンプー・化粧品
および薬剤をより安全なものにこだわっています。健康な髪であ
れば思い通りのスタイルが作れます。
　「ヤクリ」では[美＝健康]をテーマに考えています。
　肌や髪を美しく保つには体の中から綺麗にすることが必要で
す。食改善もお伝えしています。本来の美しさを取り戻していただ
けるお手伝いをさせていただいています。


