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1/13 
           TUE

令和４年度香川県倫理法人会 祈誓式

　新年の清々しい雰囲気の中、厳かに祈誓式が執り行われま

した。研究所より松本光司方面長の出席を賜り、県役職者、

単会会長にご参列していただき、香川県倫理法人会の発展と

会員企業様の繁栄、会員様のご健勝を祈願し、滞りなく終え

る事ができました。

宇夫階神社

1/13 
            THU

令和４年度 年賀名刺交歓会

　感染防止対策を今まで以上に徹底し、年賀名刺交歓会を

挙行いたしました。研究所より松本光司方面長のご出席を

賜りました。

　川上正城会長の挨拶に始まり来賓（松本方面長ならびに

歴代会長）のご紹介、香川県８代目会長西内三悟相談役に

よる乾杯の後、単位倫理法人会会長より新年の抱負を披露

していただきました。

　どの単会も様々に“ やるぞ ”という自信に満ち溢れた

決意表明をお互いに共有し合う盛大な会となりました。

オークラホテル丸亀

丸亀市 高松市 高松東 三豊

東かがわ市

さぬき市善通寺琴平高松三木高松南

坂出市乾杯 :西内三悟相談役

中締め
中野𠮷𠮷𠮷相談役

閉会の言葉
　岡野尚美幹事長
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12/15 
                 WED

令和４年度感謝報告の会

　丸山敏雄創始者と、多くの先輩達の倫

理活動に感謝を込めて、創始者没後七十

年を期して「感謝報告の会」が開催され

ました。

　研究所より松本光司方面長のご出席を

賜わりました。

　純粋倫理の実践による事業繁栄、家庭

の幸福を実現した喜び等の体験談を３名

の実践者に報告していただき、盛大な会

となりました。

　さらに交流会では、報告者と共に親睦

を図り更なる飛躍への活力となりました。

喜代美山荘 花樹海

東讃地区合同地区会

　第１回東讃地区合同地区会が２６名の参加で開

催されました。

　高松東倫理法人会の上原要一会長による講話、

  「倫理との出会い」では倫理法人会入会のきっか

けや会長はじめ、いろいろな役を経験するなかで

苦難を乗り越え自分が変わり会社が良くなった事

を話されました。

　次に、地区内６単会の会長から、２月の中間目

標達成に向けて更なる決意発表を行いました。

　総評の中で、小池伸悟副方面長は上原要一会長

の夫婦愛和の実践をとても高く評価されました。

また、普及については「幹事長を中心にみんなで

普及を ! !」実践する事はもとより、単会では会長

と専任幹事が心を合わせる事、そして「地区和」

を大切に！とまとめられ閉会となりました。

　次回は５月 9 日中西讃地区と合同で開催の予定です。

ホテルマリンパレスさぬき

中西讃地区合同地区会

　地区会の目的は、各単会の活性化と「普及はみん

なで」を推進し地区普及目標を達成することです。

　今回は、中間目標達成日までに中西讃地区４単会

全ての単会が達成する為の地区会でした。各単会の

会長、専任幹事から具体的に現在行っている普及活

動の発表があり、前向きな話が聞けたと思います。

　最後に各会長から「２月の中間目標達成日までに

は必ず目標を達成致します」と言う力強い決意発表

が聞けました。

　「普及はみんなで」を合言葉に、最後まであきらめ

ずに普及活動を行い続ければ、全ての単会が、必ず

目標達成出来ると確信がもてる会でした。

　懇親会では、お互いの普及活動について熱心な情

報交換が行われ、大いに盛り上がり 1 社でも多くの

仲間を増やそう！と決意を新たにしました。

ホテルアネシス瀬戸大橋　　

1/17 
         MON

12/7 
           TUE

挨拶 川上正城会長 趣旨説明 岡野尚美幹事長 まとめ 松本光司方面長

報告者
砂川昌幸 副幹事長

報告者
山岡正士 三豊会長

報告者
昌山晃一呂 
　　　

乾杯
松熊秀樹 法人 SV

中締め
二川正志 法人 AD東かがわ市

幹事
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中国・四国方面MSチャレンジプラス 10

　中国・四国方面初の試みとし

て、MS（モーニングセミナー）

チャレンジプラス１０が、１２

月に開催されました。

　これは、中四国全８１単会が

一体となって競い合い、互いの

向上を目指す為に松本光司方面長が企画されたもの

です。

　意気込み、仕掛け、フォローアップ等々、各単会

が力の限りを出し尽くして、単会会長と心を一つに

してモーニングセミナー参加のお声がけをした結果

香川県倫理法人会は、増加数県平均で中四国９県中

第２位と輝かしい成果を収めました。

　そして、基準値プラス１０社を達成したのは、善

通寺琴平倫理法人会・高松南倫理法人会・丸亀市倫

理法人会・高松東倫理法人会でした。中でも、善通

寺琴平倫理法人会は、増加社数 35.5 社と、中四国

２月役員会にて表彰

１２月モーニングセミナー強化月間

　１２月に、モーニングセミナー強化月間を行い

ました。目的は、当該単会社数３０％以上を目指

し、参加社数日本一を獲得することでした。

　残念ながら、大阪府に敗れ首位とはなりません

でしたが、全国２位の好成績を獲得することが出

来ました。香川県全体での出席社数平均は、前月

を大きく上回る１３社増の３８社と大幅に伸ばす

ことが出来ました。

　ここに、香川県の全会員様に謹んで感謝の意を

お伝えします。

　「ありがとうございました」

全単会・全会員

モーニングセミナー委員会

朝礼基本マスター研修

　１０月から１２月にかけて、４回の朝礼基本マ

スター研修を開催しました。

　朝礼マスターの資格を持っている方は１回の受

講で資格が更新でき、新規の方は３回の受講でマ

スター資格が取得できます。

　マスター資格を取得する事で、活力朝礼の指導

者として指導をすることが出来ますし、改めて朝

礼の基礎や効果を再度確認できる良い機会です。

　朝礼は企業の縮図と言われる程、朝礼を見れば

どのような会社か分かります。活力朝礼を正しく

知り活用する事で企業の活性化、繁栄に繋がりま

た今回の新型コロナウイルス感染症のような未曾

有の事態でも踏ん張りになると考えています。

　今回マスター資格を更新された方が３４名、新

規取得された方が１７名の計５１名の方が朝礼マ

スター資格を取得されました。

　また、単会での朝礼研修の開催も予定していま

すので、その際はぜひご参加ください。

ユープラザうたづ　　　香川産業頭脳化センター　　

朝礼委員会

2021.12.25 善通寺琴平 MS

2021.12.10 丸亀市 MS

８１単会中

第一位でし

た。

　おめでと

うございま

す。

委
員
会
行
事

11/19  
                FRI

新入会員オリエンテーション

　新入会員オリエンテーションが、令和２年９月

以降の入会者を対象に開催されました。

　研修には、５３名中２５名の新入会員が参加さ

れました。まず川上正城県会長から香川県の取り

組み方針説明があり、その後松本光司方面長より

倫理研究所の説明、純粋倫理の講話をしていただ

き、全員熱心に受講いたしました。

　懇親会では、新入会員の方が一人づつ自己紹介

を行いました。各自入会の経緯、現在の心境、今

後の抱負等を語っていただきました。紹介者をは

じめ会場全体も大いに盛り上がり、新入会員の皆

さまのこれからのご活躍が大いに期待されました。

ホテルマリンパレスさぬき

研修委員会
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12/12  
          　SUN

女性経営者セミナー

　女性委員会主催「女性経営者
セミナー」を開催いたしました。
　講師の山地智子さんは、三豊
倫理法人会員の３０代経営者。
夫と３人のお子様と温かい家庭
を持たれていますがこれまでの
ご苦労は想像を絶するもの。
　しかし結婚前から学んできた倫理の学びを、心
に深く誓い実践していった事で見事に苦難を乗り
越えられました。その壮絶な経験と倫理の学びが
深く関わり今日の笑顔と強い心で家族を、会社を
明るく照らすその姿は、聴講者誰もの心に響く素
晴らしい講演でした。
　コロナ禍中での開催という事もあり、縮小した
計画の中で 20 名の未会員を招待いたしましたが
 「これを機会にモーニングセミナーに参加し始め
た」「栞に興味を持っていただき差し上げた」など
各単会で積極的なフォローをいただき新しい仲間
の誕生も見えています。
　今後も女性委員会では女性が強い心を持ち元気
に活躍できるような学びの時間を企画していきた
いと思います。

石清水八幡宮神明殿

女性委員会

キャリア会

　キャリア会とは、過去に香川県倫理法人会の会

長職並びに単会会長職を務められた方と、現在の

香川県倫理法人会役職者が一堂に会し、現役職者

の活動報告や過去の偉大な業績と照らし合わせ、

香川県倫理法人会のさらなる発展のため、参加者

全員で協議・意見交換をする場です。コロナ禍中

にもかかわらず、多くの諸先輩方の参加をいただ

き、無事開催することが出来ました。

喜代美山荘 花樹海

キャリア委員会

　今回は、たくさ
んの皆さまにご協
力いただきました。
誠にありがとうご
ざいました。

2/3  
       THU

挨拶 川上正城会長

挨拶 倫理研究所常任理事

法人局 和田毅局長

系譜について

由佐紹二キャリア委員長

後継者倫理塾塾生モーニングセミナー

　後継者倫理塾塾生モーニン

グセミナーは、卒塾生が中心

となって、運営する特別仕様

のモーニングセミナーです。

　現在迄で、４回実施され、

各回、有意義なモーニングセ

ミナーを開催する事ができま

した。講話の内容は、後継者

倫理塾の学びに基づいており

倫理塾への入塾を検討している方々に向けてのモ

ーニングセミナーにもなっています。

　私自身も倫理塾での学びも後押しとなり、本年

1 月に無事父と社長交代する事ができました。

後継者を育てる特別仕様モーニングセミナー

倫理塾委員会

　倫理の親睦行事と

いえば、ゴルフか旅

行あるいは飲み会で

したが、今回は健康

的にボウリング大会

を丸亀スターボウル

で行いました。

　第一次ボウリングブーム世代のおじさまから、小

学生まで幅広い年代の皆さんにご参加いただきまし

た。横田隼人会長の始球式でゲームが始まり、笑顔

とガッツポーズそして悲鳴が響き渡りました。

丸亀市倫理法人会

会員親睦ボウリング大会
単
会
活
動

12/13 
    　 MON

　誰もが、気楽に楽しく

参加できるこの大会、次

回開催を楽しみにしてい

ます。

　倫理塾

の内容や

後継問題

に興味の

ある方は

是非一度

参加して

みてくだ

さい！

　

Chiko Yamaji
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　高松市倫理法人会では、単会独自の取り組みと

して、ホテルパールガーデンにて「万人幸福の栞

輪読基本勉強会」を行いました。

　倫理法人会に入会したものの、輪読の仕方をき

ちんと教わった事の無い方は多く、この勉強会を

行った事で、自信を持って積極的に輪読に参加し

てくれる人が増えたと感じています。

　髙橋渚モーニングセミナー副委員長による、実

習をまじえた講義は大変わかりやすく好評でした。

　また勉強会の後は懇親会も行い、高松市倫理法

人会らしい和気あいあいとした雰囲気の中で盛会

のうちに会を終える事ができました。当初は行事

が多い中で、開催をするかどうか迷いましたが、

実施に踏み切って良かったです。

高松市倫理法人会

万人幸福の栞 輪読基本勉強会
単
会
活
動

11/30 
    　    TUE

　三豊倫理法人会設立２０周年記念式典が行われ

ました。当初は６月に予定しておりましたが、感

染症の影響でこの日に延期となりました。

　第１部「記念式典」、第２部「歴代会長紹介」、

第３部「永年会員表彰」に続き、第４部の「記念

講演会」では二川正志法人アドバイザーにご登壇

いただきました。県内より約７０名の方にご出席

三豊倫理法人会

設立 20 周年記念式典11/24 
    　 WED

　三好正人会長の挨拶、続けて溝渕弘起副会長の

乾杯でスタートしました。チェルシーさんの美味

しい料理と、女性委員会企画の豪華景品付「ワク

ワク連想ゲーム」や「ドキドキビンゴゲーム」で

大変盛り上がりました。

　忘年会の最後は、古井和貴幹事の高松南版「明

日があるさ」を全員で合唱しました。皆さまのご

参加ありがとうございました。

高松南倫理法人会

恒例 ! パワーアップ忘年会12/13 
    　 MON

を賜り「大変

想いのこもっ

た、良い式典

でした」など

の、お褒めの

言葉をいただ

きました。

　今年も、恒

例の「忘年会」

を、ザ・チェ

ルシーで６６

名の会員が参

加して盛大に

開催しました。
　朝８時から１０名の会員に参加いただき、１１月か

らモーニングセミナー会場として使用させていただい

ている、南新町自治会館周辺を清掃いたしました。

　また、自治会館の外階段も、会員のクマダ塗料 ( 有 )

様にペンキや道具のご協力をいただいて、自分たちの

手で塗装しました。

　活動終了

後にはみん

なで集合写

真を撮り、

パンと飲み

物を配って解散となりました。

寒いなかご参加いただきまし

た会員の皆さま、ありがとう

ございました。

東かがわ市倫理法人会

清掃活動12/5 
    　 SUN
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　高松三木倫理

法人会では新型

コロナウイルス

感染拡大が、落

ち着いていたこ

ともあり、少し

早めの忘年会を

開催いたしました。

　新田町にある -ito- で行われ、総勢 18 名が参

加しました。色とりどりの美味しい多国籍ブッフ

高松三木倫理法人会

高松市木太町2 4 6 0 - 3 0

087-861-7155

「やる気 元気 三木！忘年会」

取締役 德永奈美子

有限会社 中尾自動車 単
会
活
動

11/22 
    　 MON 高松東倫理法人会

　弊社は昭和４５年に

設立以来、地域密着型

の自動車取扱店として、

軽自動車から大型車、

福祉車両に至るまで販

売、整備を通して皆さ

まのカーライフのお手

坂出市倫理法人会

ホテルアネシス瀬戸大橋

倫
理
経
営
講
演
会

1/18 
        TUE

高松三木倫理法人会

トレスタ白山

1/24 
        THU

　令和４年度倫

理経営講演会を

感染防止対策を

しっかりとした

上で開催いたし

ました。オミク

ロン株拡大期の

ため、直前キャンセルもありましたが、多くの倫

友にご参加いただき、明るい雰囲気で行うことが

出来ました。

　井内良三法人レクチャラーからは、前向きな姿

勢で事業を好転させた事、そして夫婦経営のコツ

を教えていただきました。

　河合伴治法人スーパーバイザーには、事業継承

の困難さを、父から譲られ息子に譲った両方の経

験をされた立場から話していただきました。

　残念ながら懇親会は出来ませんでしたが、講演

前後の時間で交流を深めました。また、未会員の

方から「講演会に誘っていただきありがとうござ

＊事業体験報告「コロナ禍でも倫
理経営」浜野太郎法人レクチャラー　
　リーマンショックで売上は、
３分の１、従業員は半分になる。
会長から「人数が足らんから法人
会に入会してもらえんかな」と気
持ちが落ち込んでいるとき、心を傷つけないように
誘ってもらったことで倫理経営に取り組む事ができた。

＊講演「経営力を磨く -求められる経営者の資質 -」
中西浩倫理研究所名誉研究員
　魅力的な経営者とは、明朗・愛和である。前向き
　　　　　　　　で、明るく驕りなく、穏やかで、
　　　　　　　　優しい人でありたい。体力心身と
　　　　　　　　もに健康である。自己管理ができ
　　　　　　　　ること。気力があるかどうかであ
　　　　　　　　る。知力は、当たり前のことをあ
　　　　　　　　たりまえにすることができるとい
　　　　　　　　うことほど難しいことはない。能
　　　　　　　　力金力でコロナ禍を乗り切ろう。

- ito -

ェをご提供いただき、また

三野会長主催の「あっち向

いてほい」や「雑学クイズ」

で大変盛り上がった忘年会

でした。

 中尾 ���代表取締役

伝いをさせていただいています。

　昨今のコロナ禍においては、お車の需要が高ま

り、新車・中古車のご相談をいただくことが増え

ています。最近流行りのカーリースも取り扱って

いますので、無理のないお支払方法を含め、全メ

ーカー全車種から最適な１台をご提案させていた

だきます。ぜひお気軽にお声がけください！

いました。また機会が有れ

ばお声掛けください」と、

お礼状をいただきました。

入会につながるようにフォ

ローしていきます。
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　      新しい倫友の皆さんです！　　　　　　　　      2021 . 11/１～ 2022 . 1/31

●  丸亀市倫理法人会
　・（株）池田工務店

　・琴参バス（株）

　・東京セフティ（株）

●  高松市倫理法人会
　・（株）松 松野成伯

　・（株）松 大東 廉

　・町川ジュンコ事務所

　・太田孝治

●  高松東倫理法人会
　・Ｔｗｅｌｏｚ（株）

●  三豊倫理法人会
　・（有）大正土建

　・寶田加良

　・（株）片桐興業

●  坂出市倫理法人会
　・（株）木田工業

　・（有）メイクサイドプランニング
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●  高松南倫理法人会
　・（株）松 橋口一貴

　・（株）BUZZL

●  高松三木倫理法人会
　・原鍼灸マッサージ院

　・（株）成光社

　・こてつ鍼灸院

　・（株）ＥＣＯ.プランニング

●  善通寺琴平倫理法人会
　・Colorisクロリメディカルアロマ

　・パズー・クリエーション

　・学研琴平西教室

　・スナック美花

　・（株）平井料理システム

　・丸亀城北法律事務所

　・（株）大一広告

●  さぬき市倫理法人会
　・（株）ライフプラザパートナーズ

　いろいろな

　行事に楽しく

　参加してね！

＊ 各種行事予定は「新型コロナウイルス」感染拡大の状況
   により変更になる場合があります。ご了承下さい。

令和４年度  倫理経営講演会 

令和 4年４月 14日（木）　高松市　　ホテルパールガーデン

令和 4年４月 15日（金）　善通寺琴平　川上板金工業所新工場２F会議室

令和 4年４月 21日（木）　丸亀市　　オークラホテル丸亀

令和 4年４月 27日（水）　高松南　　ザ・チェルシー

令和 4年５月 18日（水）　三豊　　　観音寺グランドホテル

令和 4年５月 24日（火）　東かがわ市　絹島温泉ベッセルおおちの湯

行
事
案
内

4/7 
           THU

理事長役職者研修 

ホテルアネシス瀬戸大橋

丸山敏秋

一般社団法人倫理研究所
理事長

講 師

Toshiaki　Maruyama

17：30～
　 19：10

研修会 参加
無料

香川県倫理法人会役職者各位

　皆様方には日頃より倫理法人会活動にご尽力い

ただきまして心より感謝申し上げます。

　香川県倫理法人会では、 この度、 丸山敏秋理

事長をお招きし、 役職者研修を開催いたします。

　３年ぶりとなる、理事長が講師を努めてくださる貴

重な研修会ですので、 役職者の皆様には何卒ご

参加いただき、 今一度倫理とは何か何のための活

動なのかを再認識していただきたいと思っています。

　ぜひこの機会にご出席くださいますようご案内申し上

げます。
香川県倫理法人会会長　川上 正城


