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▲おめでとうございます！H28年度年間皆勤賞のみなさん。（9月1日モーニングセミナーにて）
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香川県高松南倫理法人会

会長　内海　信一

▲家族交流会　地引網とバーベキュー。（8月28日╱津田、ベッセルおおち）

▲経営者の集い（11月9日╱シカ国分寺本店） ▲バンズの会［ボウリング大会＆懇親会］
　（10月30日╱太洋ボウル、トマト&オニオン）

▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

10月22日、和幸にて新入会員オリエンテーションを開催。本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を目的にして
おり、今回は（一社）倫理研究所 法人レクチャラー・高松南倫理法人会　松熊秀樹幹事から（一社）倫理研究所の概要及び活動内容、
香川県倫理法人会並びに高松南倫理法人会の概要・歴史、そして実践の進めなどをご講話いただいた。その後、山本誠一郎普及拡大
委員長から詳しい活動内容についての説明があった。会場を移しての懇親会は新入会員の紹介並びにスピーチ、美味しいお料理で会
は大いに弾んだ。参加は新入会員8名、役員10名+講師の合計19名。

新入会員オリエンテーション ■日時：10月22日18：00～
■会場：和幸

▲ヒーリングスペースKAMIKA 
代表皆川光彦

講話
第Ⅰ部

▲アサノ産業（株）
代表取締役社長浅田耕祐

▲マニュライフ生命（株）
田岡真輔

▲（有）瀬戸内電装
　 取締役社長赤松諭

▲（株）スマイルメーカーズ
ディレクター 笠原直樹

▲タケダ鍼灸接骨院
院長 武田樹市朗

▲（株）バックスグループ
近藤憲司

▲（株）和光堂
宮谷卓也

▲会長挨拶
内海信一会長

▲第Ⅰ部進行
尾崎和憲幹事

▲活動説明
山本誠一郎
普及拡大委員長

▲第Ⅱ部進行
杉本昌弘幹事

▲歓迎あいさつ・
乾杯
十河正信相談役

▲閉会あいさつ
廣重由美子幹事

New New New New

New New New New



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

8月25日
『3年間学ばせていただいた
こととアメリカへの出発』
香川県高松南倫理法人会　会長
（株）11ネット・インシュアランス
代表取締役

礒村　安倫

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

10月6日
『動物愛護に携わって
　　　　見えてきたもの』

香川県高松南倫理法人会　会員
香川県議会議員

山本　悟史

10月13日
『志を継ぐ』

元　特攻隊員

栗永　照彦

10月20日
『リーダーシップの旅
    ～人に心を寄せる倫理経営～』

香川県高松東倫理法人会　幹事
（株）万成社　専務取締役

辻　佳宏

10月27日
『念いしか実現しない』

香川県高松南倫理法人会　会員
（株）朝日通商　代表取締役

後藤　耕司

11月10日
『行動の源泉』
（一社）倫理研究所　法人レクチャラー
長崎県倫理法人会　会長
（株）トータル　代表取締役社長

永木　保史

11月17日
『全ては感謝～死別、廃業から学
　習塾FC生徒数全国1位まで～』

香川県高松南倫理法人会　幹事
（株）アカデミック高松　代表取締役

赤池　泰弘

9月1日
『平成29年度　
　　会長就任にあたって』

香川県高松南倫理法人会　会長
（株）ビットコミュニケーションズ
取締役営業本部長

内海　信一

9月8日
『ハイと言える心つくり』

香川県高松南倫理法人会　副専任幹事
（株）稲澤組　代表取締役

稲澤　信幸

9月15日
『日々好日』
-今しなければいつできる-

香川県高松三木倫理法人会　会員
さぬきポレポレ農園　代表

松田　勝

第600回MS記念ナイトセミナー

拓殖大学客員教授

李　久惟
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『世界から見た日本・台湾編』

9月29日

（一般）倫理研究所　参与

田中　範孝

『男は度胸、女も度胸』

講話者
（ジョー・リー)　JOE LEE　

李久惟
P r o f i l e

拓殖大学客員教授。語学講師、通訳翻訳家
として、翻訳通訳会社の顧問を勤める以外、
多言語多文化研究会代表、日本李登輝友の
会理事も兼任。
1975年台湾高雄生まれ。2000年東京外語
大卒。卒業後台湾新幹線プロジェクトに従事。
様々な分野での通訳翻訳を経て、現在は通訳
翻訳会社の経営を参画する傍ら、主に教育分
野で語学講師・セミナー講師として活躍し、多く
の国際交流事業や講演・執筆活動を行う。専
門は語学教育、歴史、比較文化、国際関係論、
異文化コミュニケーション。
主著に『本当は語学が得意な日本人』(フォレ
スト出版、2013年)。近著に『日本人に隠され
た《真実の台湾史》』(ヒカルランド、2015年)。

『日本の先人たちの生きざま・台湾編』
テーマ

9月21日（水）18：30～２0：00
田村神社会館2F

高松南倫理法人会のモーニングセミナーが600回を迎えるにあたり、前
夜から拓殖大学客員教授の李久惟氏を招いて第600回記念モーニング
セミナーの記念ナイトセミナーを開催。日本が台湾を統治していた時代、
日本の先人たちの利他の心と、「世のため・人のため」という志のもとにな
された様々な功績を涙ながらに語った。それらの話はを全て氏の祖父母か
ら聞いたもので、今でも台湾では日本人の恩を忘れることなく子へ受け継
がれているそうです。3.11の震災になんと義援金200億円を送ってくれ
た台湾。「親日」どころではない熱烈「愛日」の知られざる事実を語った。

最近の氏の著書「日本人に隠された《真実の台湾史》」に詳しく記されている▶

▲（一社）倫理研究所　田中範孝参与

倫理経営とは
　高松南倫理法人会倫理経営基
礎講座が9月28日18:30よりパー
ルガーデンで開催され役員14名が
受講した。講師は（一社）倫理研究
所　田中範孝参与。
　第12講は倫理経営の意味とそ
の具体的な実践の要点について
学んだ。
経営とは
①その語義
a.なわを張り、土台をすえて建物を
つくること。b.物事のおおもとを定
めて事業をおこなうこと。c.物事の
準備やその実現のために大いにつ
とめ励むこと。
②注意する点
a.経営とは社長などトップだけが与
っているのではない。従業員も一
人残らず経営に関与している。経
営者はそのことを忘れがちである。
b.企業や団体にだけ経営があるの
ではない。「家庭経営」「人生経営」
とも言い得る。c.「土台（をすえる）」
「おおもと（をすえる）」という言葉
に注目すると「経営」の「経」の意
味とイメージが通じる。

第12講

9/28
倫理
経営

基礎
講座

「経営」のタテとヨコ

経

営
ヨコ軸　応偏　
技、術　才

タテ軸　不偏　
道、理　徳

楠木泰二朗

新日本ツーリスト（株）
代表取締役

5分間会員スピーチ

武田樹市朗

タケダ鍼灸接骨院
院長

5分間会員スピーチ

おも

9月22日
第600回記念
モーニングセミナー
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（株）和光堂

初めまして。和光堂、宮谷と申
します。栗林公園のすぐ近く、藤
塚町に事務所兼店舗を構えて
います。主に文具用品、オフィス
家具、OA機器等取扱いしてい
ます。オフィスにおける不満や悩
みの解消、またご要望を実現でき
るよう、お客様のオフィスサポー

ターとして業務に取り組んでお
ります。
私の趣味は、野球（ソフト）とマ
ラソンです。特に最近マラソンに
力を入れています。以前からも気
が向いた時ランニングをしていま
したが、最近は毎朝ランニングを
しています。きっかけは昨年の12
月、「最近、運動不足だな。」と思
いながら何年かぶりにふと体重
計に乗ったこと。とても切なくなり
ました。
ここ最近マラソンブームになり、
様々な御当地マラソンも開催さ
れるようになりました。その中で私
は丸亀ハーフマラソンと徳島マ
ラソンに参加しています。気が付
けば、丸亀ハーフマラソンは来年
で4年目。今回はまず自己ベスト
を目標に1時間35分を目指しラ

営業種目　 文具用品、オフィス家具、OA機器、学校用品　他
　

ンニングに
励んでいま
す。長 年 続
けた折には、
各県の御当
地マラソンを
制覇できれ
ばな…と思っています。
最後に、今年の10月から倫理に
参加し、私自身たくさん勉強させて

いただいて
います。日
日成 長で
きるよう励
んで参りま
すので、皆
様これから
どうぞ宜し
くお 願 い
致します。

日々、走ります。

宮谷　卓也

〒760-0071 高松市藤塚町１丁目９‐５
TEL.087-834-2323　FAX.087-834-2325
E-mail:wakoudou-t@outlook.jp

▲徳島マラソン後の私

トイ珈琲

私は、珈琲が大好きでコーヒーシ
ョップを作りました。寝起きの一
杯、疲れた時の一杯、珈琲に癒さ
れる時間は、至福のひと時です。
珈琲豆の種類によって味が違う
ので、色々な国、種類の豆を飲み

比べするのも楽しみ方
の一つです。そして、その
一杯の珈琲が出来上が
るまでには、たくさん方々
の手が加わっています。
現地の農園の方々が、
豆を手摘みし、洗い、乾
燥・脱殻・選別し色々な過
程を経て一粒の生豆にな
ります。そのことを思うと
珈琲豆一粒一粒が愛おしく、焙煎
する時にも農園の人たちに感謝し
ながら愛情込めて焙煎しています。
珈琲の作られる過程を想像して、
一杯の煎りたて珈琲を飲んでみま
せんか。
さて、私の自己紹介をさせて頂き
ます。家族は、嫁さんと長男・次
男・北海道犬（ポチ）の5人家族で
す。趣味・其の1は、トライアスロン
で、水泳が１．５キロ・自転車４０キ
ロ・ラン１０キロに挑戦してきまし
た。今年は、珈琲ショップを始める

営業種目　・コーヒー豆の販売・卸　・コーヒーギフトの販売　・コーヒーショップ
　

にあたって練習不足となってしま
い、リタイヤしてしまいました。
趣味・其の2は、魚釣りです。現在
は、全日本サーフ投げ釣りクラブに
加盟して、釣りの魅力に取りつかれ
て四国全県大物を探し求めて釣り
に行っています。（今は、なかなかい
けませんが（；∀；））
趣味・其の3は、バトミントンです。
週に一回だけですが若者と一緒に
バトミントンで汗をかいています。
是非、煎りたて珈琲で休憩でもし
ませんか。

『煎りたて珈琲で
　　 休憩しませんか。』

角野　智昭　　

〒760-0022 高松市西内町2-6岩倉ビル1Ｆ
TEL.087-880-5456 FAX.087-882-3916
Ｅｍａｉｌ：ｔｏｙｃｏｆｆｅｅ0706＠ｇｍａｉｌ．Ｃｏｍ

▲一昨年のトライアスロンのゴール会場で

▲去年サンポートで釣れたカレイ

会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

（株）11ネット不動産

本年6月、高松南倫理法人会に
入会させていただいた株式会社11
ネット不動産の礒村と申します。
今後ともよろしくお願いいたします。
弊社は、平成27年8月設立、
本年2月に宅建業の免許を取得
しました。会社としても私自身『経
営者』としても、人間で例えるとま
だまだ、赤ちゃん程度と思っていま

す。赤ちゃんは、見るもの、聞くも
の、五感で感じるすべてが、文字
通り”生まれて”初めてのことばか
りです。毎日驚きの連続で、とある
学者さんに言わせると、その驚きは
大阪や東京の有名なアミューズメ
ントパークの比ではないそうです。
そして、良いこと悪いこと（赤ちゃ
ん本人はそうは思っていないでし
ょうが）を乾いたスポンジのように
吸収していきます。
私も『経営者』として、赤ちゃん
のように五感すべてを使って世の
中を感じ、良いことは吸収し、大人
の『経営者』を目指して成長して
いきたいと思っています。
高松南倫理法人会のモーニン
グセミナーは、田村神社様で行わ
れておりますが、私の趣味というと
怒られると思いますが、神社仏閣
巡りが好きで、今年のゴールデン

営業種目　 不動産業
　

ウイークも出
雲大社様を
参拝させてい
ただきました。
皆さん参拝す
るまでは、笑
いながらおし
ゃべりしてて
も参拝をするときは神妙に祈る、あ
の感じが私は好きです。名物の出
雲そばもおいしくいただきました。
心にも胃にも良い体験でした。

大人の『経営者』を目指して

礒村　諭治

〒761-8031 高松市郷東町3-1 
中原ビル3階　TEL.087-880-3446
FAX.087-880-3447
E-mail: info@11-netfudosan.jp

▲古代の出雲大社御柱跡 ▲出雲そば5段

代表取締役

KADONO

▲丸亀競技場　

SMBC日興證券（株）

私は証券会社に勤め、金融に
関してのコンサルティング、金融
商品の販売等の仕事をしていま
す。今年入社の新人なので現在
は新規開拓を行なっています。い
ち早く一流の証券マンになるため
金融知識の習得だけではなく人
間力にも磨きをかけていきたいと
思っています。

仕事のお話はこれぐらいにして
おいて、簡単に自己紹介をさせて
いただきたいと思います。
大阪出身の23歳です。23年間
大阪で過ごしてきましたが最近大
阪弁が出なくなってきていること
が悩みです。
学生時代はスポーツをする事
が大好きで野球部に所属してお
りました。練習は辛かったという
記憶しかないですが今となっては
良い思い出です。
趣味は旅行、筋力トレーニング、
美味しいお酒を飲むこと、最近は
ゴルフも始めましたのでゴルフに
もハマっています。旅行に関して
は最近は行けてないのですが学
生時代は国内外いろんな所へ行
きました。次はオーストラリアに行
き、コアラとツーショットを撮りた
いと思っていますので数年内に

営業種目　ファイナンシャルコンサルティング
    　　　金融商品（上場有価証券、保険等）の営業販売 　
　

は実 現させ
たいです。
また高松に
来てまだ半
年ですので
オススメの
場所や美味しいお店など是非教
えて下さい。
こんな私ですがこれから皆様と
一緒に勉強させていただき、親睦

も 深 めて
いき、香川
県 で 楽し
い思い出
を沢 山 作
りたいと思
っています
ので宜しく
お願い致
します。

大阪生まれの大阪育ちでが、
よろしくお願い致します。

岡　正志

〒760-0027 高松市紺屋町2-6中央通り
高松フコク生命ビル TEL.087-851-7813
E-mail:oka_masashi@smbcnikko.co.jp

▲グアムにて▲大学のサークル活動
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家族交流会 8月28日（日）9：30～14：00
ベッセルおおち

高松南恒例の家族交流会を『ベッセルおおち』で開催。連日猛暑日
が続く中、当日は運良く曇り空で、しかも気温も高くならず絶好のキ
ャンプ日和となった。渡邊恵子青年委員長の企画で今年は地引網と
バーベキューを楽しんだ。地引網体験は津田の松原へバスで移動。
ボートに乗せた地引網を浜から沖へ円を描くように進みながら海中
へ投下していき、元の浜まで戻ると左右二手に別れた網をみんなで
力いっぱい引きよせた。網の中には、活きの良い真鯛、チヌ、ハネ、

イカ、タコ、タケノコメバル、ベラ、フグ等々がピチピチ跳ねて子供た
ちは大ハシャギ。その後、バスでベッセルおおちへ移動してバーベ
キューパーティを楽しんだ。特に溝渕弘起副事務長が用意した自家
製ハンバーグは大好評で、あっという間にみなさんのお腹に入り、
品切れに。拡声器を持って全員が自己紹介をした後、恒例のタヌキ
踊りを全員で踊り、中締めとなった。その後温泉にゆったりと浸かり
ひと段落した後、帰路についた。参加は大人44子供11合計55人。

◀真鯛、ハネ、大ダコが多く獲れた。 ▲天才的なたぬき踊りをみせてくれた
地良田大介幹事のご子息

（有）藤川牧場の藤川さん、復帰間近？▶

◀企画・運営お疲れ様でした。

 

（株）11ネット・インシュアランス

礒村安倫会長

（株）ビットコミュニケーションズ

内海信一副会長

（株）電工社エンジニアリング

十河正信相談役

（株）電工社エンジニアリング

十河正信相談役

（株）稲澤組

稲澤信幸副専任幹事

（有）地良田クレーン

地良田大介幹事

（株）ロハスネット

鵜川秀樹幹事

（有）アマノ広芸社

天野サヨ子監査

松熊工業（株）

松熊秀樹県幹事長

松熊工業（株）

松熊秀樹県幹事長と奥様

生駒学税理士事務所

生駒学幹事

四国アイティサービス（有）　

尾崎和憲幹事

タケダ鍼灸接骨院

武田樹市朗会員と奥様

（株）洋装ヘンミ北店

逸見信行会員

合同会社R７

山本誠一郎幹事

合同会社R７

山本誠一郎幹事の奥様

（株）クロダ

廣重由美子幹事
（株）クロダ

廣重由美子幹事のご子息

日の出商事（株）

三井陽子高松市会員

（有）ファースト・コンサルティング

渡邊恵子青年委員長

高松塗装工業（株）

細井香幹事

リフォーム高松

岡田宏幹事

cras by（株）ミゾブチ家具

溝渕弘起副事務長

cras by（株）ミゾブチ家具

溝渕弘起副事務長

（株）ロハスネット

鵜川秀樹幹事のご子息

（株）宮内電機

宮内利弘幹事

こころとからだの健康道場

太田光夫監査

（株）ワィアールティ

溝淵太一専任幹事

（株）ワィアールティ

溝淵太一幹事のご令嬢

（株）ワィアールティ

溝淵太一専任幹事の奥様
（株）ワィアールティ

溝淵太一専任幹事

（株）ジェイ･アスラック 匠事業部

石澤友典幹事

穴吹

穴吹和紀幹事

フローラル秋桜

福井はつ恵幹事

（株）アイネクスト

松本哲也幹事

（株）三好石材

三好正人事務長

居酒屋　武道館

松村節子会員

（株）11ネット・インシュアランス

礒村安倫会長

（株）11ネット・インシュアランス
スタッフのお二人

高松塗装工業（株）

細井香幹事

合同会社R７

山本誠一郎幹事

細井香幹事の
お孫さん

溝淵太一専任幹事のご友人

杉山正次さん



平成29年度の新旧役員交流会を開催。この会は新旧の役員が一同に集まり、平成29年度高
松南倫理法人会の活動計画に基づき、より高松南倫理法人会活動を充実させるための方策を
論議するためと、新しく委員長に就任した委員長に前年度の委員長が運営等の疑問点等につ
いてアドバイスするために開催される。第1部は各委員会に別れてそれぞれの委員会のかか
える問題や今年度の重点取り組み等を話し合い、その後、各委員長より結果報告があった。第
2部は新旧役員相互の親睦を図る交流会。出席者は32名。
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新旧役員交流会
8月29日（月）
18：00～21：00
ザ・チェルシー

■

■

第1部 第2部

▲礒村安倫 会長挨拶 ▲平成２９年度高松南倫理
法人会活動計画　
内海信一平成２９年度会長　

▲司会進行　溝淵太一　
専任幹事

▲第2部司会進行
稲澤信幸副専任幹事

▲乾杯　三好正人
平成２９年度副会長

▲中締め　宮内利弘
平成２９年度副会長

広報委員会モーニングセミナー委員会

女性委員会研修委員会

青年委員会朝礼委員会普及拡大委員会

山本誠一郎 委員長

古川芳一 委員長 樋口満 委員長

萩池義信 委員長 福井はつ恵 委員長

北谷勇雄 委員長 渡邊恵子 委員長

平成29年度
モーニングセミナー
動員目標・当該単会

60社・65名

175社

高松南倫理法人会
年度末目標会員数

薄字

※松本哲也副委員長は11月役員会にて森田浩之幹事と交替



▲進行
渡邊恵子青年委員長

▲開会挨拶
内海信一会長

▲バンズの会会長挨拶
十河正信相談役

▲兼間達郎幹事のお子様達に何が当たった？▲じゃんけん大会の景品は何と、豪華な松茸やメロン！

▲多くの会員の皆様に参加していただきました。

●10月30日（日）
●ボウリング大会＆懇親会（表彰式）

【第1部　ボウリング大会】

　高松南バンズの会はスポーツの秋にふさわしくボウリング大会を開催。渡邊恵子青年委員長を中心に青年委員会が準備。観光通
りにある太洋ボウルで3～4人1チームに別れてゲームを楽しんだ。久々にボーリングをする人が多く、感覚を取り戻すのに一苦労のよ
うでしたが2ゲーム目からは慣れたのかフォームもスムーズに。懇親会（表彰式）は隣接するトマト&オニオン観光通店で実施。優勝チー
ムは長谷川ルリ子会員+武田樹市朗会員夫妻+稲澤信幸副専任幹事チームで賞状と副賞のりんごをゲット！準優勝は中城武弘幹事
+溝淵太一専任幹事+柴田好通会員チームで賞状と副賞のメロンをゲット。ベストスコア賞は髙橋輝久幹事で賞状と豪華副賞の松
茸をゲット。その他、賞品を逃したメンバーはジャンケン大会で松茸、メロン、りんご、みかん等をゲット。清々しい秋晴れに恵まれ、楽し
い半日を過ごした。ボウリング大会は大人37+子供6の43人、懇親会（表彰式）は大人34+子供4の38人が参加。

バンズの会

■太洋ボウル　13：00～15：00

【第2部　懇親会（表彰式）】
■トマト＆オニオン　15：20～17：00

※バンズ＝絆

▲懇親会開会挨拶
礒村安倫幹事

▲武田樹市朗会員の奥様は
じゃんけん大会で
松茸をゲット！

▲ビールを1秒で飲む、一気飲み対決。
稲澤信幸副専任幹事と武田樹市朗会員。

溝淵太一専任幹事の▶
 ご友人杉山正次さんは
メロンをゲット！　

長谷川ルリ子会員
武田樹市朗会員と奥様
稲澤信幸副専任幹事

優勝チーム

中城武弘幹事
溝淵太一専任幹事
柴田好通会員　

準優勝チーム

ベストスコア賞
長谷川ルリコ会員がベストスコアーでし
たが、所用で表彰式に参加できなかっ
たため準優勝の髙橋輝久幹事が松茸
をゲット！なんとラッキーなこと。

（株）ビットコミュニケーションズ

内海信一会長

（株）11ネット・インシュアランス

礒村安倫幹事

（株）電工社エンジニアリング

十河正信相談役

高松大一青果（株）

武田光一会員

（株）稲澤組

稲澤信幸副専任幹事と奥様
松熊工業（株）

松熊秀樹幹事

四国アイティサービス（有）　

尾崎和憲幹事
四国アイティサービス（有）　

宇川洋平さん

ベリーデザイン

溝上典子幹事

事務局

北谷さゆりさん

タケダ鍼灸接骨院

武田樹市朗会員と奥様

ウェルネス

岩部昭浩県モーニングセミナー委員長

（有）ファースト・コンサルティング

渡邊恵子青年委員長

（有）アドバンテージ

髙橋輝久幹事

（有）千馬製陶所

千馬俊雄幹事

居酒屋武道館

松村節子会員

（株）アカデミック高松

赤池泰弘幹事

（株）ワィアールティ

溝淵太一専任幹事

高松大一青果（株）

柴田好通会員

高松大一青果（株）

小野坂義信会員 

社会福祉法人サマリア

兼間達郎幹事とご家族

（株）ジェイ･アスラック 匠事業部

石澤友典幹事

城・保険コンサル

中城武弘幹事

（株）ロハスネット

鵜川秀樹幹事とご家族

生駒学税理士事務所

長谷川ルリ子会員

（有）アドバンテージ

髙橋輝久幹事

寿し割烹とき

齋藤浩之

こどもえん　あさの実

三好東曜会員

（株）アカデミック高松

赤池康弘幹事

県議会議員

松本公継顧問

合同会社R７

山本誠一郎普及拡大
委員長とご子息

高松大一青果（株）

小野坂義信会員 
四国アイティサービス（有）　

尾崎和憲幹事

ウェルネス

岩部昭浩県モーニング
セミナー委員長

◀長谷川ルリ子会員

みなさん
華麗なフ

ォーム！

みなさん
華麗なフ

ォーム！

溝淵太一専任幹事のご友人

杉山正次さん
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