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香川県高松南倫理法人会

会長　内海　信一

▲倫理経営講演会（5月24日/田村神社会館2階）

▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

▲恒例お花見朝食（4月6日╱田村神社会館北庭） ▲経営者の集い（4月19日╱国分寺シカ本店）

▲第3回香川県倫理塾修了式の楠木泰二朗氏（5月27日/国分寺ホール）

▲朝礼研修（3月10日╱和幸） ▲新入会員オリエンテーション（3月10日╱和幸）

これまで絆の発行は6月、9月、12月、3月でしたが今号より7月、10月、1月、4月の発行となります。絆発行月変更のお知らせ
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3月10日、和幸にてＨ29年度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
的としており、今年度は2回目の開催。山本誠一郎普及拡大委員長の進行で内海信一会長挨拶と新会員紹介に続き、講話は細川修吾
相談役が講師を務めた。その後、溝淵太一専任幹事の活動説明で第1部は閉会、引き続き3階に会場を移し懇親会を開催。懇親会は新
入会員のスピーチ、美味しい料理とお酒で大いに弾んだ。特に若い会員の盛り上がりが頼もしく、ますます意気盛んな高松南のパワー
を感じた。参加は新入会員11名、役員17名+紹介者1名の合計29名。

新入会員オリエンテーション ■日時：3月10日18：00～
■会場：和幸

活動説明
溝淵 太一専任幹事

会長挨拶　
内海　信一会長

タケダ鍼灸接骨院
武田 樹市朗会員

進行
山本 誠一郎普及拡大委員長

進行
稲澤 信幸副専任幹事

歓迎あいさつと乾杯
三好 正人副会長

閉会挨拶　
十河正信相談役

（株）スマイルメーカーズ
笠原 直樹会員

トイ珈琲
角野 智昭会員

（株）和光堂
宮谷 卓也会員

▲講話：細川 修吾相談役

（株）エス
内海 加奈子会員

ユニークスポーツ マーケテイング
上溝 真司会員

（一社）キラメキ社会福祉士事務所
上田 利枝会員

社会保険労務士
西山 路恵会員

第Ⅰ部講話 第Ⅱ部懇親会

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

3月2日
『（一社）倫理研究所富士教育センター
「経営者倫理セミナー」受講報告』

3月9日
『ラオス、クラスター爆弾
　　　撤去体験から感じた事』

高松南倫理法人会　幹事
ドアーズカンパニー（有）　代表取締役

髙木　経隆

高松南倫理法人会　幹事
四国アイティサービス（有）執行役員

尾崎　和憲

NPO法人ヒューマンラブ　理事長

岡田　さえ

▲（一社）倫理研究所 久野博法人レクチャラー

家庭と事業
事業継承に倫理の教えを

ウランブハ砂漠緑化活動に
参加して学んだこと

事業の繁栄には、家庭のありよ
うが深く影響しているとみる点に倫
理法人会の特色がある。本講座で
は家庭を営む夫婦、親子の健全な
結びつきと事業経営との関係につ
いて学んだ。
（1）事業を支える家庭
■生命養育源泉所：生命を支
　え、養い、育てる原動力である睡
　眠を取れる所。
　■総合的な憩いの場：心の安ら
　ぎ、魂の落ち着きを得る場所。
　仕事上の様々な問題やトラブル
　等による疲れを最終的に癒せる
　場所。
■教育の根拠地：親は教育の拠
　り所。先生の影響、訓育以上に
　親の力は子にとって根本的。

一家の愛和は縦と横と二つの
結びが十字形にがっちりと結びあ
って、花咲き乱れた春の野のように
あたたかく、ナシやカキの実った秋
の村のように豊かでないと、商売
はうまくいきません。
以下（2）夫婦の一致和合と企業の安定繁栄（3）夫の倫理　妻の倫理（4）親
子の絆と家庭の教育について学びました。

第14講

3月16日
『かぎりなき力を生む名代の
　　　倫理（身代わりの倫理）』
（一社）倫理研究所 　法人局
普及事業部 次席　
中国・四国方面　方面長

那須　隆

▲（一社）倫理研究所 　法人局 普及事業部 次席　
　那須　隆　中国・四国方面　方面長

▲（一社）倫理研究所 　西田紀雄法人レクチャラー

▲3月15月日　倫理経営基礎講座

3月23日
『親につながる』

高松南倫理法人会　幹事
香川県倫理塾 第3期生
新日本ツーリスト（株）代表取締役

楠木　泰二朗

3月30日
『イタリア人経営者から見た
　　日本経営と世界との違い』

Maria Garrapa（株）　経営者

サルバトーレ　マッジョ

4月13日
『倫理経営の実践』

（一社）倫理研究所　法人レクチャラー
坂出市倫理法人会　相談役
（株）浜崎　取締役会長

丸山　保夫

4月6日
『クレームのお客様を
　　　　　ファンに変える』

高松南倫理法人会　会員
（株）エス　代表取締役

内海　加奈子

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

4月20日
『万象はわが師』
（一社）倫理研究所　法人レクチャラー
熊本県熊本市西倫理法人会　相談役
西田硝子（株）　取締役会長

西田　紀雄

4月27日
『夢をかなえるキリン』

徳島県麻植倫理法人会　幹事
岸田工業（株）　代表取締役

川田　博代

5月11日
『四国家の一員として』

四国旅客鉄道（株）　代表取締役社長

半井　真司

藤棚の元で朝食会

今日
お帰
りに
なっ
たら
、

奥様
の肩
を5分

間で
いい
から

揉ん
で差
し上
げて
くだ
さい
。

角野　智昭
トイ珈琲
5分間会員スピーチ

皆川　光彦
ヒーリングスペースKAMIKA
5分間会員スピーチ

3/15
倫理
経営

基礎
講座

そうすればきっと、会社はうまく行きます。

4/19
経営
者

の集
い

　西田紀雄法人レクチャラーは昭和15年生ま
れの77歳。健康診断で全く異常がなく、正常で
あることが後期高齢者としては異常だと医者か
ら言われるほどお元気。その証拠に声が大きい。
元気の元は倫理をやって、ストレスをためない
こと。何事（苦難）に対しても「ありがとう」と声
を出して言うことが必須。そして何故
ありがとうなのかも理由を言う実践を
すれば必ず元気になる。
　明治大学3年生の時、山一證券
の幹部候補生にと早々と内定をもら
っていた。故郷の熊本でガラス屋を
していた父（47歳）が絶世の美女
（30代）と浮気をしていてなんと息子
の私にも紹介してくれた。あまりにも
綺麗な女性なのでオヤジを尊敬した。
ところが、ある日、父の親友とその女
性が突然姿を消し父はその日を境に、
仕事も手につかず体調もガタガタに
なってしまった。まだ大学に通ってい
た私はオヤジを励まそうとガラス屋の
後を継ぐからもう少し、頑張ってくれ
と言い、卒業後故郷の熊本に帰り西
田硝子（株）に入社した。
　入社当時は建材のガラスを扱って
いたが工賃が安く、もっと手仕事を生かした効率のいいものはないかと模索。車
のガラスはまだどこもやってなく、東京で3年修行し技術を習得、熊本で取り扱う
ようにすると、みるみるうちに売り上げがうなぎのぼりに・・・・・。
　波乱万丈、お話にぐいぐい引き込まれる体験談でした。

4月27日の朝食は藤の花が満開の元で男料理の
カレーをいただきました。

～わざわざ乗りに来ていただける
鉄道を目指して～

5月18日
『香川県の介護予防を認知症
　予防から支える』

高松南倫理法人会　会員
（一社）キラメキ社会福祉士事務所　代表理事

上田　利枝

～社会福祉士の視点から～

5月25日
『苦難に感謝・万象我師
-苦しみが私を救う-』
（一社）倫理研究所　参事　法人レクチャラー
愛知県倫理法人会　相談役
（有）武藤設計　代表取締役

武藤　弘己

『倫理　試してガッテン』
（一社）倫理研究所　法人スーパーバイザー
愛知県豊田市中央倫理法人会　相談役
（株）山信商店　取締役相談役

山中　敦子

　高松南倫理法人会経営者の集いが6月21日18:30分より国分寺シカ本店で
開催された。講師は（一社）倫理研究所 久野博法人レクチャラー。
　昭和37年奄美生まれの54歳。倫理歴は6年、平成23年6月に入会。入会する
とすぐに事務長やモーニングセミナー委員長に。倫理はハイ！とYesしかないと言
われ、3年目には法人レクチャラーに。以前からウランブハ砂漠緑化活動に興味

6/21
経営
者

の集
い

続けて
いれば

成功。や
めたら

失敗。

やればできる、

（遠山正瑛さんの言葉）

やらなければ何もできない。

があり、あるきっかけで第3次砂漠緑
化隊に参加。奥様から「会社のお金
で行けると思ったら大間違いョ！」と言
われ、貯金箱に500円玉をせっせと貯
めていたら何と、30万円にもなり旅費
は楽々クリアー。
　砂漠への行程は移動が往復で4日
中3日が実質の緑化のお手伝い。緑
化活動で様々なことを学んだが砂漠
化の原因の1つが万里の長城にある
とは驚きだった。そしてとても良かった
のは熊本県から参加している菊池さ
ん（緑化隊に14回参加）や正源司さ
んとの新しい出会いがあったこと。や
はり、何日か寝食を共にしたおかげで
とても深いお話ができ、帰国後も交
流が続き、とても大切なことを学ぶこ
とが出来た。出会いに感謝。
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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

▲会長挨拶◀東條倫博‘県’委員長

▲東條倫博‘県’委員長による講義

▲第2部　懇親会▲職場の教養を使っての実習

朝礼研修 倫理経営講演会6月1日
『こころと体と食と病気と～体の
声に耳を傾ける生活の大切さ』

三豊倫理法人会　会員
オフィスIKUYO　代表

則久　郁代

6月8日
『「倫理」との出会いと学び』

（一社）倫理研究所　法人レクチャラー
東かがわ市倫理法人会　相談役
（株）中虎　代表取締役社長

中川　武雄

6月15日
『生かされた命と向き合えた～がん征圧・
患者支援チャリティ活動を通して～』
リレー・フォー・ライフ・ジャパン2017
かがわ高松　実行委員長
齋藤千草税理士事務所　税理士

齋藤　千草

6月22日
『この勉強（倫理）と出会えて
本当に良かった』
（一社）倫理研究所　法人レクチャラー
鹿児島県奄美倫理法人会　専任幹事
（株）HISANO通信システム　代表取締役

久野　博

平成29年度 高松南倫理法人会

日時：平成29年3月10日（金）
15：30～17：30　会場：和幸
　3月10日15：30より平成29年度 高松南倫理法人会朝礼研修を開催。
この研修は活力朝礼のやり方と大切なポイントを学ぶために開催してい
て毎回多くの会員企業の参加がある。
　北谷勇雄朝礼委員長の進行で、内海信一会長の挨拶に続き東條倫
博‘県’委員長の講義と実習があった。内海信一会長と山本誠一郎幹事
は補佐役として指導にあたった。今回実施の目的とねらいは1.基本動作
の習得 2.進行要領の習得 3.士気向上で、参加者全員が真剣な面持ち
で受講した。参加は8社20名。
　

　5月24日18：00より平成29年度倫理経営講演会を開催。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。
　参加は107社127名、懇親会は84名。佐野　恭平

としの花屋
5分間会員スピーチ

（一社）倫理研究所　参事　法人レクチャラー
愛知県倫理法人会　相談役
（有）武藤設計　代表取締役

ハイの実習

平成29年度
5月24日（水）
講演会18：00～20：05
懇親会20：20～21：30
会場/田村神社会館2階（主催）一般社団法人倫理研究所・香川県高松南倫理法人会

事業体験報告

『会社をよくする倫理経営
-独立中小企業を目指して-』

武藤弘己

（一社）倫理研究所　法人スーパーバイザー
愛知県豊田市中央倫理法人会　相談役
（株）山信商店　取締役相談役

講演

『大転換の時代-”新”に挑む-』

山中敦子
54

▲まずは基本動作の説明



（有）瀬戸内電装

私はJR香西駅近くで自動車電
装業をしています。簡単に言えば
車の電気屋です。バッテリー交換・
エアコン修理・ETCやナビゲーシ
ョンの取付が主な仕事でしたが、
最近ではハイブリッドや電気自動
車などが増えて専門的な知識や
テスターが無いと点検さえ出来な
い時代になっています。
続いては私の自己紹介をさせ
て頂きます。家族は、妻と長女
（中１）・長男（小５）の4人家族で
す。趣味はスノーボード・ゴルフ・
釣り・キャンプでスノーボードは子
供が一緒に出来るようになって来

たので3年ぐらい前から復帰し
、家族で年に1・2回行っています
。ゴルフは付き合い程度ですが
友人や仕事仲間などと年に5回
ぐらい行きます。釣りは家族でサ
ビキ釣りが主でしたが、最近は長
男とイカ釣りやバス釣りなどルア
ー釣りで楽しんでいます。最後に
キャンプは、ゴールデンウィーク
とシルバーウィークに家族で楽し
んでいます。最近では2泊3日で
山口県へ行き、シュノーケリング

営業種目：自動車電装業（車の電気屋）

窟 探 検など
を楽しみまし
たが「角島」
や「竜宮の潮
吹」では渋滞
にはまり3キ
ロ進むのに3
時間近くかか
り大変でした。子供も大きくなり何
時まで一緒に行ってくれるかわか
りませんがこれからも家族で楽し
みたいです。

家族旅行は計画を
立てる時からワクワク！

〒761-8031　高松市郷東町22-12
TEL：087-882-1009　
FAX：087-881-7015
E-mail：a_satosi@d8.dion.ne.jp

▲青海島でのシュノーケリング

会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

（一社）キラメキ社会福祉士事務所

　私は、平成20年10月から‘国
立ハンセン病療養所入所者日常
生活支援業務’という国の委託
事業を運営しております。開始当
初は県の社会福祉協議会に嘱
託職員として採用され、事業の立
ち上げから携わり、その後、紆余
曲折を経て、平成24年9月に一

般社団法人キラメキ社会福祉士
事務所を設立、代表理事に就任
し、翌年度から同事業を同法人
が受託運営、現在も毎年、入札さ
せていただき事業を継続させてい
ただいております。事業内容は金
銭管理支援や終活に関わる内容
です。支援をさせていただく中で、
お体の不自由な方や認知症の利
用者さまを中心に寄り添う形で支
援をさせていただいていたのです
が、だんだんと利用者さまの認知
症が進行していく様子が分かりな
がらも、実質的には何もできずに
見守るしかなく、熟知たる思いで
おりました。そんな日々の中、そろ
そろ高松市内で第二創業をと考

えていた際に、「同事業のノウハ
ウを活かした事業をしたい。」とい
うことと、その入り口として「介護
予防も併せてできるといいな。」
と思っていたところに、‘みつおか
式脳若トレーニング’に出会いま
した。大阪で説明会が1週間後に
あることが分かり、直ぐに申込、
説明を聞いて、「これはいいもの
だ！」と確信し、株式会社サムラ
イト光岡眞里社長に直ぐに契約
の意思を伝えました。‘その場に

集い、無理な
く楽しく’脳
活できるコミ
ュニケーショ
ンを最も大
切にしている
脳トレは他に
はないので
はないかと思
います。
　また、光岡
社長の‘支え
られるから、
支える側へ’
アクティブシ

ニアの方々に、‘社会の担い手と
して、人生のセカンドステージを
長く楽しく過ごしていただきたい’

営業種目　脳若テレーニング　キラメキデイ
エピローグサポートキラメキらいふ
　

という思い
に共感し、
尊敬の念を
抱いており
ます。香川
県の要介護
になる原因は、脳卒中と認知症が
上位を占める状況です。実質的
に、誰も手をつけて来なかった介
護予防のところに手をつけている
状況ですので、私のこれからの道
は険しい状況であることは間違い
ありません。まだ触れたばかりの
赤ん坊のような状況ですが、「苦
しくても諦めない。」心を倫理法
人会で学ばせていただいていると
ころです。諦めず、きっといつか必
要性を理解していただける日を信
じて、香川県の介護予防を認知
症予防から支えて参りたいと思っ
ています。また、少し触れましたが、
これも隙間にはまっている方々、
おひとりさまの高齢者の‘第二の
家族になる’というコンセプトの事
業も少しずつ準備に入っておりま
す。併せて、応援をよろしくお願
い申し上げます。まだ何も理解で
きていない状況ですが、今後共、
ご指導、ご鞭撻をよろしくお願い
いたします。

ひとりでも多くの高齢者
を幸せにしたい。

〒 760-0032 高松市本町7-11小倉ビル
TEL：087-880-5850　
FAX：087-880-5851
E-mail：ueda-73@kiramekisw.or.jp

▲運転免許の更新は大丈夫ですか？！身体だけでなく、脳のメンテナンスも大切です。

▲‘認知症予防’をテーマに各所に出張し、地域のみなさまに予防の大切さをお話しています。

　みなさんこんにちは！造船所内
で、溶接や鉄工（図面通り鉄を
合わせる仕事）をしています。私

は、3歳になる子供がいます。こ
の子が出来てから急に現場が増
え、多度津の現場から丸亀の現
場、高松の現場を行き来する事
となりました。仕事がら人との付
き合いが大事なので、休み前の
夜は誘い誘われ夜の街へ。休み
の日はゴルフに行き、妻も子育
てで大変な時期で申し訳なかっ
たですが、会社を大きくする為だ
と家を開ける日々でした！？日々で
す！？飲みは仕事！？になりますが
楽しいお酒が好きなので、また
声をかけて下さい。ゴルフでは
実際に、そこからの付き合いで
仕事を頂いた事もあります。タイ
トルでのゴルフは仕事！？と言い
ながらレッスンに通い昨年はベ

営業種目　船舶製造業（四国ドッグ内事業所、
興亜産業内事業所、有貴工業内作業所）

スト83がで
ました。しか
し、今年に
入り練習も
せず100を
切るのがや
っとです。
それはさて
おき、そんなこんなで、私がゴルフ
ウェアーに着替えると子供が「父
ちゃん仕事？」夜、私服に着替え
ると「父ちゃん仕事？」が、胸にグ
サッときます。栞の「子は親の心
を実演する名優である」と言われ
ているので手本となる父親を目指
して、家庭も仕事も頑張って行き
たいと思いますので、これからも
宜しくお願いします。

ゴルフと飲みに行く事は
仕事！？

〒761-8045　高松市西山崎町1097-18
TEL：087-816-8336
FAX：087-816-8336

▲満濃ヒルズカントリークラブ

内田　貴也

赤松　諭

（株）栄貴工業

上田 利枝
代表理事

▲角島への家族旅行

取締役社長

取締役社長
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