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▲11月5日の役員朝礼。
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会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・・・

富国生命保険相互会社

私は、個人事業主で大工をして
おります主人と、年長の息子、メイ
ンクーンの猫2匹の5人家族です。
山形県出身ですが、偶然に父も
保険業をしておりましたので（他社
です）、転勤が多く、学生時代は全
国を転々としていました。何かあっ
た時の為の保険を扱っていますが、
そうならないように予防に徹してい

ます。自宅では化学調味料、添加
物を一切使わない生活をしており、
今はホメオパシーとアロマテラピ
ーを勉強中です！この仕事につい
てですが、元々は富国生命の担当
と商品を気に入っている契約者側
の人間でした。声を掛けて頂き、
『なんとなく』始めたのが正直なと
ころですが、今はとてもやり甲斐を
感じています。なぜなら私の人生
のテーマは『出会い』だからです。
この仕事を通して、本当にたくさん
の出会いがありました。その一つ
一つが、今の私の活力になってい
ます。お客様の信頼を得て、保険
の担当以上のお付き合いが出来、
色々なことでお役に立てることが
何よりも嬉しく、その為にこの仕事
を続けています。倫理法人会も、
樋口さんがFacebookに載せてい

営業種目　 保険業
　

た朝食につ
られ、『なん
となく』参加
してみたの
がキッカケ
ですが、ここ
での新たな
出会いを大切にし、もっと自分を高
めていけたらと思っております。皆
様どうぞ宜しくお願いいたします！

『全ての出会いに感謝』

山地　朋子

〒760-0078 高松市今里町1-8-2
TEL087-837-7773 FAX087-837-6790

▲愛猫ユズさん。フワフワです。
▲息子と愛猫グミさん。

▲平成27年度年間皆勤賞は8名。左より 礒村安倫会長、森田浩之幹事、岩部昭浩香川県モーニングセミナー委員長、穴吹和紀幹事、鵜川秀樹幹事、岡田宏幹事、
山本哲幹事、太田光夫監査。おめでとうございます。

四国アイティサービス（有）

皆様、8月よりご縁を頂き、高松
南倫理法人会に入会させていただ
きました四国アイティサービス（有）
の尾崎と申します。弊社は活動拠
点を香川県・高知県とし、企業にと
って生命線である情報通信機器
（OA機器）の販売・施工・保守メン
テナンスを事業としています。最大
の強みはネットワークの構築から機
器の御提案、施工工事、保守サー
ビスを一貫して弊社にて365日対

応にてお受けし、四国エリアトップ
クラスのメーカー、キャリアの品揃
えと弊社独自のサービスを展開し
ている所と思います。   
 多種に渡る弊社の商品の中でも
特にお問い合わせが多いのはやは
り「経費削減」「情報セキュリティ」
のこの2つに関連する商品です。
「経費削減」＝コピーカウンター料
金の削減。電話回線における固定
費の見直しです。徹底的に見直し
ます！（笑）｢情報セキュリティ」＝イ
ンターネット、PCセキュリティです。
貴方のオフィスもこれで安心！（笑）
詳細は私宛にこっそり聞いて下さ
い（笑）と、まあ仕事の話はここらへ
んにしまして（笑）・・・とは言うもの
の、いくら良い商品、良いサービス

営業種目：情報通信機器(ビジネスホン・デジタル複合機・サーバー・その他全般）の販売
施工工事・保守サービスの提供
LAN・VPN等のネットワーク構築・次世代ネットワークセキュリティUTMの販売・施工・死活監視提供
　

を持っていて
も扱う私自身
の成長なくし
ては地域の
お客様への
満足度は向
上しません。
高松南倫理
法人会の皆
様から多くの事を学び、豊かな心へ
の修養に励み私自身が人間として
成長する事により地域社会に貢献
できるよう邁進していく所存でござ
います。どうか、至らぬ点が多い若

輩者ですが
皆様よろしく
お願い申し
上げます。  

尾崎　和憲

〒761-8064　高松市上之町1丁目6-16    
TEL：087-869-1212　FAX：087-869-1231    
k.ozaki@shikokuit.ne.jp    
info@shikokuit.ne.jp
http://shikokuit.ne.jp    
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年間皆勤賞、おめでとうございます！
営業部長

「豊かな心を持ち人間として成長する事により、
地域社会に貢献する」

▲弊社ホームページより抜粋（笑）    
私を含め弊社社員が日替わりで更新しています。    

▲恐縮ですがアピールを・・・・・(笑）

高松南倫理法人会は毎週木曜日朝6時から7時まで田村神社会館にてモーニ
ングセミナーという経営者向けのセミナーを行っています。セミナーは教育（人間
力）、歴史、経済、文化、健康、経営の６つのテーマでできていて、この内容に精
通した選び抜かれた講師から学ばせていただいています。聞き手の会員さんも
早朝6時から学ぼう、そして自己成長したいと強く望まれているエネルギーの塊
のような方々なので相乗効果で素晴らしい『場』が出来上がります。人が学ぼう
とする場合、誰と何を学ぶかによって結果が大きく変わってきます。人はみんな
がダイヤモンドの原石です、しかしダイヤモンドの原石でも磨き切れないで原
石のまま人生を終わる人が多いのも事実だと思います。私たちが一緒に学んで
いる『万人幸福の栞』の16か条に、己を尊び人に及ぼす（尊己及人）がありま
す。『最も己を大切にすることは自己の個性を出来るだけのばして、世のため人
のために働かすことである』と書かれています。すぐにはできませんが、一生学
び続けて信念を固めるためにもモーニングセミナーへの参加は大切ですし、学
びの友である倫友といっしょに学ぶのも楽しいです。
先日1年間毎週モーニングセミナーに参加された方々が年間皆勤賞として表
彰されました。受賞されたみなさんの晴れ晴れとした顔が達成するまでの楽し
さを物語っています。みなさんも田村神社会館にて一緒に挑戦しませんか。



　高松南の朝食はとても美味しいと
評判ですが、実は会員さんが自主的に
手分けして作っています。私もお手伝
いしたいと思う会員さんがいれば是非
お願い致します。他単会の会場は、ホ
テルが多いのでバイキング料理が用
意され手間要らずですが、高松南のよ
うに、手間がかかるからこそ、絆がより
一層深まっているのかもしれません。

香川県高松南倫理法人会
モーニングセミナー講話者一覧

諏訪　輝生

8月27日
『讃岐の伝統の食文化
『讃岐うどん』の継承と発展』

さぬきうどん研究会　副会長（会長代行）

礒村　安倫

9月3日
『会長3期目に向けて』

高松南倫理法人会　会長
（株）11ネット ･インシュアランス
代表取締役

飯塚　秀夫

9月10日
『徳をベースとした会社経営』
（一社）倫理研究所　参事　
法人アドバイザー
秀倫塾　塾長

那須　隆

9月17日
『科学に立脚し、宗教に出入
する純粋倫理～実践によって
奇跡の好転を体験する～』
（一社）倫理研究所　法人局　普及事業部
中国・四国方面　方面長

犬飼　奈穂

9月24日
『自分の体は自分で守る
　YURUKUウォーク』

ORO 代表　
YURUKUウォーク公認インストラクター

蓮室　光雄

10月1日
『30年のコンサルタントで
　感じたこと』

（株）アルマ経営研究所
チーフコンサルタント

2 3

山本　悟史
香川県議会議員

5分間会員スピーチ

平井　圭子

（株）ガトーよしだ
KCファクトリー
事業部

5分間会員スピーチ

香川県高松南倫理法人会
モーニングセミナー講話者一覧

渡邊　恵子

10月8日
『香川県倫理塾　第一期生を
卒塾して思うこと』

高松南倫理法人会　幹事
（有）ファースト・コンサルティング取締役

矢野　久代

10月15日
『私と「笑いヨガ」』

さぬき市倫理法人会　会員
癒しの風　代表

十川　勝幸

10月22日
『ハンセン病問題の
　　　啓発活動に学ぶ』

徳島県ハンセン病支援協会　会長

十川　勝幸
徳島県ハンセン病支援協会　会長

10月29日
『ハンセン病問題の
啓発活動に学ぶ（パート2）』

泉　雅文

11月5日
『四国新幹線は夢ではない』

四国旅客鉄道株式会社（JR四国）
代表取締役社長

國場　佳代

11月12日
『美しく生きる』
（一社）倫理研究所法人レクチャラー
大阪中央区倫理法人会　相談役
株式会社アトリエ・カヨ　代表取締役前原　幸夫

11月19日
『心の経営』
（一社）倫理研究所法人スーパーバイザー
税理士法人久遠　代表社員

▲（一社）倫理研究所参事 飯塚秀夫法人アドバイザー

丸山竹秋の足跡
「人生意気に感じて活る」

　高松南倫理法人会倫理経
営基礎講座が9月10日18:30
分よりホテルパールガーデン
で開催された。倫理経営基礎
講座とは前年度までの幹部
研修のことで名称が今年度
より変わった。講師は（一社）
倫理研究所参事 飯塚秀夫
法人アドバイザー。
　第5講は第二代理事長丸
山竹秋の誕生から研究業績
等を学んだ。
　丸山竹秋第二代理事長は
1921年（大正10年）3月29日
に、丸山敏雄、キクの長男と
して福岡県に生まれた。教師
であった父、敏雄の勤務する
学校が変わるたびに、福岡、
長崎、広島と各地を転々とする幼少期を送った。そして、敏雄が「ひとのみち教団」
の教師を志願するに伴い大阪に移転。教団が運営する「ひとのみち小学校」に入学
するが寄宿舎生活であったため、以後、6年もの間、両親との別離を強いられるので
ある。
　その後、同じく教団が運営する東京の中野中学校、旧制広島高等学校、東京帝
国大学（文学部哲学科）に進学するが、その間に「ひとのみち教団」不敬事件が勃
発し、父親の投獄、裁判を経験する。
　1943年（昭和18年）、大学を卒業し、同大学院に進むも学徒動員で出征。のち、
1945年（昭和20年）1月に陸軍中野学校二俣分校の二期生として入校し、やがて
終戦を迎える。終戦後は父親の仕事を手伝いつつ大学院に戻り、第八高等学校
（のちの名古屋大学）のドイツ語教諭の道を勧められるも、「父の手助けをする」とい
う理由でその申し出を辞退し、倫理運動に身を投ずるのである。

第5講

純粋倫理の概要

高松南の朝食

第6講

9/10
倫理
経営

基礎
講座

11/1
1

経営
者の

集い

人
間
力
を
　
磨
き
高
め
よ
！

▲田村神社境内の清掃　10月22日

テーマ

（一社）倫理研究所法人レクチャラー
（倫理経営インストラクター）
大阪府倫理法人会　女性名誉委員長
大阪中央区倫理法人会　相談役
株式会社アトリエ・カヨ　代表取締役

プロフィール
大阪府岸和田市出身
21歳で武道家（空手家）に嫁ぐ。
2人の子供を育てながらデザイナーの
勉強を始める。
約20年間　商社のアパレルの
チーフデザイナーとして勤める。
平成元年　独立（株）アトリエ・カヨを設立

モットー
・シンプル　イズ　ベスト
・着る身に立った服作りを第一に
・笑顔で接し、常に姿勢よく

國場　佳代
11月11日18：30分よりシカ国分寺
本店にて高松南倫理法人会経営
者の集いを開催。講師は國場佳代
法人レクチャラー。

11/1
8

倫理
経営

基礎
講座

　高松南倫理法人会倫理経営基礎
講座が11月18日18:30分よりホテル
パールガーデンで開催された。講師は
（一社）倫理研究所前原幸夫法人ス
ーパーバイザー。
　宗教でも、主義でも、学説でもなく、
実行によって直ちに正しさが証明出
来る生活の法則（すじみち）である純
粋倫理。その概要について学んだ。
　人は、一人ひとりがかけがえのない
存在であると共に、自分をとりまく人々
や、物や自然との関わり合いの中に生
活する存在である。一人だけで生きて
いくのなら、どのような勝手も許される
だろう。しかし誰もが文字通り「人間」
として、他者と関わりながら暮らしてい
く以上、そこにはおのずから、守らなけ
ればならない社会生活の規範、「くら
しみち」というものが生まれてくる。そ
れが、倫理あるいは道徳である。

富野　和憲
高松市議会議員

5分間会員スピーチ

尾崎　和憲

四国アイティサービス（有）
営業部長

5分間会員スピーチ



十河正信相談役
1本締めお開き1本締でお開き

岡田宏幹事
高松南公式舞踊
「たぬき踊り」の師匠

古川芳一モーニング
セミナー副委員長

杉本昌弘モーニング
セミナー委員長 鵜川秀樹普及

拡大副委員長

家族交流会

朝礼研修

8月29日（土）18：00～20：00
やしま第一健康ランド

高松南恒例の家族交流会・ビアパーティを『やしま第一健康ランド』
で開催。溝渕弘起青年委員長を中心に準備。礒村安倫高松南会長
の開会あいさつに始まり松熊秀樹香川県幹事長の乾杯で開宴。今
年はフローラル秋桜さんのご協力で、バンド『秋桜」の演奏と歌を楽
しんだ。『ハナミズキ』等、計8曲披露』その後、カラオケで、のど自

慢たちが登壇。最後は福井親子扮する『アナと雪の女王』が颯爽と
登場。本格的なコスチュームはAmazonで購入。さすが日頃から各
所で「バンド秋桜」として活動しているだけあって、声量もあり素晴
らしい。大喝采の後は恒例高松南公式おどり「たぬき踊り」、十河正
信相談役の1本締めで終了となった。参加者39名。

▼バンド『秋桜」のギター宮内利弘さん

▼ベース伊澤常彦さん

◀ヴォーカル　福井はつ恵さん

▼パーカッション飯間正敏さん

生駒学副会長

松本公継顧問

石澤友典幹事

大平光世会員

藤川弘幸幹事

鵜川さんの奥様

山本誠一郎
幹事

山本さんの
息子さん

松熊秀樹
香川県幹事長

礒村安倫
高松南会長

渡邊恵子
女性委員長

三好正人事務長

山本さんの奥様

福井はつ恵
幹事

福井はつ恵さんの
お嬢さん、智美さん

萩池義信
研修委員長

稲澤さんの奥様稲澤信幸準役員

猪子さんの奥様 溝上典子幹事

北谷さゆりさん
高松南の事務局

いつも大変お世話になって
います。ありがとうございます！

●10月9日（金）15：30～17：30
●和幸

54

上村光男普及
拡大委員長

千馬俊雄
研修副委員長

朝礼研修が10月9日和幸にて開催。山本誠一郎朝礼委員長の進行で、まずは朝礼マ
スターの礒村安倫高松南倫理法人会会長の講義。その後の実習は、4班に分かれ、
お辞儀の角度やタイミング、指先は揃え、まっすぐ伸ばしズボンの両サイドの縫い目に
置くなど指導を受けた。倫理法人会は、企業活性化のために「職場の教養」を使って
の元気な朝礼を推奨していてそのノウハウ全般をしっかりと学んだ。受講者19名。
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趣味が同じだと話も弾む

釣り同好会の飲み会

●新入会員さんをひとりぽっちにさせないようみなさん声かけよろしくお願い致します。
Series 1

韓国料理
　双六

山本祐規
子

杉本メガネ

杉本　昌
弘
（株）ビット

コミュニケ
ーションズ

内海　信
一

（株）あい
介護サービ

ス

森田　浩
之

（株）ボッ
クス

萩池　義
信

（有）大成
造園

北谷 勇雄

森伸子の
店

森　伸子

編集社

樋口　満

（株）ナセ
ル

井角　文
洋

香川県議
会議員

山本　悟
史

ドライブ、旧
車いじり、車

の話、

モータースポ
ーツ観戦、

バイク等

車

（株）シカ細川　修吾
（有）アドバンテージ高橋　輝久 城・保険コンサル中城　武弘

（有）森勝一建築事務所森　勝一

寿し割烹とき斎藤　浩之 小竹興業（株）古川　芳一
ドアーズカンパニー（有）髙木　経隆

（株）AIR みらい勝田　照望
（株）アイネクスト松本　哲也

cras by（株）ミゾブチ家具溝渕　弘起 （有）大成造園北谷 勇雄

　

ゴルフ

釣り

▲（有）大成造園
代表取締役
北谷  勇雄

▲四国アイティサービス（有）
営業部長 尾崎　和憲

●10月9日（金）18：00～
●和幸

講話：十河正信相談役

新入会員オリエンテーション
　10月9日（金）１８時より和幸にて高松南倫理法人会の新入会員オリエンテーションを開催。（H26年度・H27年
度入会会員対象）この会は新入会員の皆様に倫理を正しく理解していただくことと、会員同士の親睦を図ることを
目的として年3回開催。第1部は十河正信相談役による講話と、三好正人事務長の倫理法人会活動説明。第2部
の懇親会は新入会員との名刺交換や入会しての感想発表等で大いに盛り上がった。参加は合計34名。

■第1部　18：00～19：15 　講話
■第2部　19：15～21：00　懇親会

▲いずみリアルティー
代表  泉  隆広

▲合同会社志育ラボ
小笠原　浩

▲新日本ツーリスト（株）
代表取締役 楠木泰二朗

（株）サカイ引越センター▶
北村　仁美

▲大一工業（株）
代表取締役 多田　博英

▲高松市議会議員
富野　和憲

▲西川司法書士事務所
司法書士西川　宗久

▼（株）アイネクスト
松本  哲也

▼富国生命保険相互会社
山地　朋子

▼（株）ライズ
門脇　崇晃第 1 部

▼（株）ライズ
佐藤　友愛

New

New New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

第 2 部

▲
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11月4日19：00より韓国料理　双六で釣り同好会の飲み会を開催。第1回目
となる今回は、釣り好きが当日釣った魚を持ち寄り食べるという趣向で、中城
武弘さんが高知でアジ、サバ、フグを、猪子進さんが高松港付近で釣ったイイ
ダコを持参。釣り好き以外の会員さんの参加も大歓迎で15名が集合し、新
鮮な海の幸をいただいた。

韓国料理　双六
山本祐規子

杉本メガネ
杉本　昌弘

（株）ビットコミュニケーションズ
内海　信一

（有）猪子デザイン研究室
猪子　進

リフォーム高松
岡田　宏

高松塗装工業（株）
細井　香

城・保険コンサル
中城　武弘

三電計装（株）
喜田　浩一

（株）高松セラミックス
丸山　正光

釣ってきた銀フグを
鍋に入れ、アジ・サバ
は刺身に、いいだこの
煮付けに大ダコのマ
リネ、馬サシにチヂ
ミ、チャプチェ、カラア
ゲとお腹いっぱい！

◀


