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会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

香川県高松南倫理法人会

会長　内海　信一

▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

▲家族交流会（8月11日╱（株）電工社エンジニアリング本社 第一駐車場）

倫理法人会は9月から新役員でまた新たな船出となります。旧役員の方々には
１年間大変お世話になりました。高松南倫理法人会でも昨年1年間会員さんと
一緒に悩み苦しみ、笑い楽しみながらの満足のいく1年間だったと思います。
私的にも大転換期の年でした、そんな時倫理法人会では倫理指導というもの
があります。経験豊富な先生方が健康や会社や家族問題などの悩みにズバッ
と直球勝負で答えていただけます。道はただ一つ、『守れば幸せになり、はず
れればきっと不幸になるという新しい絶対倫理を打ち立てること』だと言われ
ます。『明朗』ほがらか『愛和』なかよく『喜働』喜んで働く。このことを純情すな
おに受け入れることで私も乗り切れました。会員さんも困ったことがありました
らぜひとも倫理指導をお受けになることをおすすめします。今年も高松南は志
の高い倫友と切磋琢磨することで自己成長に励みますのでみなさんよろしくお
願いします。

▲新入会員オリエンテーション（7月23日╱居酒屋 武道館）

▲新旧役員交流会（8月25日╱チェルシー）

▲倫理経営基礎講座（8月2日╱パールガーデン）

JKM Staffing and Media Co.

　私は2000年1月から17年ほど
ロサンゼルスに住み、フリーライ
ター、レポーター、通訳の仕事を
していました。この仕事を通じて、
深く印象に残っているのは、多く
のインタビュアーのことです。
　たとえば、お騒がせセレブとし
ても話題のマイリー・サイラス。噂
と違って、質問にとても丁寧に応
えていたのが印象的でした。キュ
ートなキャラクターなのに、残酷な

ストーリー「ハッピー・ツリー・フレ
ンズ」のプロデューサー、ケン・ナ
ヴァロさん。突っ込んだ質問でも
まったく動じずに応じてくれるケン
さんに、アメリカ人の懐の深さを
感じました。
　なかには、アメリカの第一線で
活躍する多くの日本人もいました。
たとえば、レーガン元大統領夫人
など、数々の著名なセレブの専属
ヘアスタイリストYUKIさん、"ス
ターウォーズ・クローンウォーズ"
など、数々の映画などの作曲を

営業種目　

する古川毅
さん、ジャズ
の大御所ビ
リー・ミッツ
ェルに認め
られ、ジャズピアニストとして活躍
する馬渕侑子さんなど。
　このような日本人には、共通点が
ありました。それは、日本人ならでは
のきめ細やかさ、器用さ、正確さなど
でした。この日本人のよさは、アメリ
カでも通用することを、ひとりの日
本人としてとても誇りに思います。

世界に通用する
日本人のきめ細やかさ

〒769-0102　
高松市国分寺町国分636-1-708
TEL：080-8760-8097
E mail : oyamalamari@gmail.com

大山  真理
（山口真理）

高松南倫理法人会の幹事、役員は総勢63名で毎週木曜日5時に会場入
りしてモーニングセミナーの準備をします。机、椅子等を並べ、当日資料を定
位置に並べます。「食事当番」は前日から下準備をし「スリッパ・ノボリ」係は
田村神社へ入る角にノボリを設置し、玄関入口にスリッパを並べます。「受付
」係はもろもろの受付準備を、「お出迎え・お見送り」係は玄関でモーニング
セミナー参加者に「おはようございます！」「ありがとうございました！！」と大き
な声でご挨拶すると、云うようにほぼ全員の役員に役割が与えられています。
そして5時20分からはスムーズな進行でモーニングセミナーが実施出来るよ
うリハーサルをします。そして5時30分からは来ていただいた会員さんや、初
めて来る人たちが気持ちよく参加できるよう、おもてなしの心構えをつくると
共に情報の共有化を図るために「役員朝礼」を行います。役員でなくとも興
味のある方は是非参加してみてください。みなさんと早く仲良くなれて｢モー
ニングセミナー」に参加するのが、待ち遠しくなりますよ。

代表取締役

▲Numero TOKYO（扶桑社）：「ヴィクトリア・シークレット特集」　執筆 ▲アエラ・イングリッシュ（朝日新聞出版）：「サルサで世界に貢献する」　執筆

▲役員朝礼

東京FM、FM802、FM高松などのラジオレポート、
日経ウーマン、朝日新聞、エイビーロードなどの
各種記事執筆、通訳、ネリウム・インターナショナ
ルのディストリビュート
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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

6月29日
『やったらできた！日本一！』
香川県倫理法人会　
モーニングセミナー委員長
ウエルネス　代表

岩部　昭浩

7月6日
『オンリーワン商品の
　　　　　　失敗と成長』
（一社）倫理研究所　法人レクチャラー
香川県倫理法人会　相談役
（株）中野屋　代表取締役　

中野　吉貫

地球倫理の推進
人や企業、国家にも、それぞれ

に目標がある。そうしたあらゆる目
標の中で、その広さと内容の深さ
において「地球の安泰」を目指すこ
と以上の目標はない。倫理研究所
が提唱する地球倫理の概要とその
意義について学んだ。
（1）地球倫理とは何か
（2）地球倫理の対象
（3）地球人の考え方
（4）地球倫理の日常実践
人間は、何らかの意味で自然に
頼らなければ生きていけない。しか
し、同時にもとの自然に戻すことも
人間には可能である。このことを
地球人の地球に対する倫理の実
践として、毎日のように意識し、自
覚する必要がある。少なくとも人
間は、第一に「地球の恵みに対す
るその恩返し」、第二に「地球を破
壊したその罪滅ぼし」を、日々の暮
らしの中で具体的に実践しなけれ
ばならない。

第15講

経営の眼目
第16講

▲（一社）倫理研究所 　栗山章　法人スーパーバイザー

◀（一社）倫理研究所 理事　
　藤﨑正剛研修部部長

二元
対立

7/12
倫理
経営

基礎
講座

▲地域貢献活動として年に4回、田村神社境内の清掃をやっています。
　（9月21日）お時間のある方は次回是非参加してください。

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17日
『苦難は幸福の門』

（一社）倫理研究所　参事
法人アドバイザー
（株） 二蝶　取締役会長

徳永　孝明

8月24日
『デジタル屋のアナログ力』

高松南倫理法人会　会員
（株） ビットコミュニケーションニズ
代表取締役

川西　健雄

8月31日
『世界の動きと経済』

リーダーシップ研究所　所長
（元香川銀行　取締役）

土居　功

9月21日
『四国新幹線の
　　　実現に向けて』
坂出市倫理法人会　顧問
さぬき市倫理法人会　会員
衆議院議員

瀬戸　隆一

9月7日
『言葉のエネルギー』
（一社）倫理研究所　理事　研修部部長

藤﨑　正剛

副会長
（株）宮内電機

宮内　利弘

副会長
（株）三好石材

三好　正人

専任幹事
（株）稲澤組

稲澤　信幸

事務長
（株）ナセル

井角　文洋

7月13日
『全ては一つながり』
（一社）倫理研究所　法人スーパーバイザー
（株）栗山化成工業所　代表取締役社長　

栗山　章

7月20日
『倫理の実践と倫理で
　　　　　　良かった事』
（一社）倫理研究所　法人レクチャラー
香川県倫理法人会　相談役
国方防虫化学（株）　代表取締役　

国方　康夫

8月3日
『何のために
-経営者と純粋倫理-』
（一社）倫理研究所　理事　研修部部長

藤﨑　正剛

8月10日
『倫理に出会って13年
「大変とは大きく変わる時」』
高松南倫理法人会　会員
躾学日本生涯教育研究所　代表

町川　順子

7月27日
『経営者・管理者のための
　　　アンガーマネジメント』
～怒りのコントロールと叱り方が
　　　　変われば、会社は変わる～
（一社）日本アンガーマネジメント協会認定
アンガーマネジメントファシリテーター
アンガーマネジメントアドバイザー
アンガーマネジメントキッズインストラクタートレーナー

上溝　真司
ユニークスポーツマーケティング
5分間会員スピーチ

細川   康秀
華月流 家元嗣
5分間会員スピーチ

▲倫理経営基礎講座会場風景

あらゆる面に叡智
を結集し、「調和協
調」あるいは「自他共
尊」を理念として、地
球を含めた他者に対
する感謝、畏敬、慎
欲などの日常的な実
践に取り組む必要が
ある。

稲田　尚久

多元共
尊

大眼目
「地球の安泰」

中眼目
「社会の健全なる幸福の増進」
「国や民族のため」
「民族、国家の健全繁栄」

基本眼目
「お客様のため」
「人のため」

8/2
倫理
経営

基礎
講座

眼目とは主眼であり、肝心なところ。それを
外しては、その意味もなく、資格も価値もない
ということになる。そもそも、商売や事業経営
の眼目とは何なのか。倫理法人会が理想とす
る経営の眼目について学んだ。
「この仕事は、何のためにするのか？だれの
ためにするのか？」これまでは、自分の金儲け
のため一家の幸福のためであり、それが当然
だと思い、何の疑いもなかった。それが実はさ
かさまである。「この仕事は、あくまで、世のた
め人のためにするのだ。」という目的がはっきり
と立って、いつまでもそれ（初志-創業精神）を
貫きとおす、これが繁栄の秘訣である。「この
仕事は、あくまで、世のため人のためにするの
だ。」とは、決して利潤の追求を否定したもの
ではない。最終的な事業の目的は何かというこ
とを指摘したものに他ならない。

（1）事業の目的
（2）経営の眼目
（3）経営者の実践眼目と使命
（4）自社の事業目的を明確にする

9月14日
『平成30年度あいさつ』

会長
（株）ビットコミュニケーションズ　

内海　信一

高松南倫理法人会
4役のみなさん

高松南倫理法人会の朝食
高松南倫理法人会の朝食はと

ても美味しいと有名ですが調理す
る方は超大変！現在は（有）アマノ
広芸社の天野サヨ子監査、居酒屋
武道館の松村節子会員、杉本メガ
ネの杉本祐子会員、韓国料理双六
の山本祐規子幹事、（株）ガトーよ

しだKCファクトリー事業部の平井
圭子幹事を中心に作っていただい
ています。お手伝いはみんなでワイ
ワイとやっていますが、月の最終週
は男料理と決めて（株）稲澤組の稲
澤信幸専任幹事やcras by（株）
ミゾブチ家具の溝渕弘起副専任幹
事が腕をふるっています。毎回こだ
わりの料理で大好評です。私も作
ってみたいという会員さんがいたら
是非ご参加ください。

毎月
最終
週は
男料
理！

Deli
ciou
s！
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※は県会長辞令の委員です。☆は高松南独自で県提出組織図には入りません。

※

※
※

※

※

※

※

☆ ☆ 
☆ 
☆ 

☆ ☆ 
☆ 
☆ 

☆ 
☆ 

☆ 
☆ 

☆ 
☆ 

☆ 

☆ 

平成３０年度　香川県高松南倫理法人会　役職者および運営委員会組織図
の役割

平成30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30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し、新しく就任した委員長に前年度の委員長が運営上のアドバイス等をする。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事項を話し合い、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。出席者は第一部は３１名、第二部は３3名。

新旧役員交流会
8月25日（金）
18：00～21：00
ザ・チェルシー

■

■

▲会長挨拶
内海信一会長　

▲司会進行　
稲澤信幸
平成30年度専任幹事

▲懇親会挨拶　
三好正人副会長

▲第2部司会進行
溝渕弘起
平成30年度副専任幹事

▲中締め　
溝淵太一専任幹事

森田浩之 委員長 北谷勇雄 委員長

溝淵太一 委員長

普及拡大委員会

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

樋口満 委員長 溝渕邦子 委員長 地良田大介 副委員長

尾崎和憲委員長

第1部

第2部

稲澤信幸専任幹事

細川修吾相談役

山本誠一郎県副幹事長

穴吹和紀幹事武田樹市朗幹事

杉本昌弘県普及拡大副委員長

細井香幹事太田光夫監査上溝真司広報委員

内海加奈子女性委員

三好正人副会長

萩池義信幹事

北谷さゆりさん 森田浩之幹事 廣重由美子幹事 平井圭子女性委員

千馬俊雄幹事

溝渕邦子幹事

溝渕邦子幹事 北谷勇雄幹事

内海加奈子女性委員

福井はつ恵幹事

鵜川秀樹幹事

樋口満幹事

松熊秀樹幹事

溝淵太一幹事

溝渕弘起副専任幹事
宮内利弘副会長

事務局

平成30年度モーニングセミナー動員目標：当該単会：70社75名
高松南倫理法人会年度末目標会員数　　　　　　　　186社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

54



新入会員オリエンテーション平成29年度
第3回

■日時：7月23日17：00～
■会場：居酒屋　武道館

合同会社AXIA
代表社員

木村   祐貴

（株）三好製作所
代表取締役

三好   幸司 （有）HOSEI-JAPANA
代表取締役

竹田耕之介
柏原   睦子

本家建設（有）
役員

小西   卓朗

（株）和光堂
宮谷   卓也

（株）エス
代表取締役

内海加奈子

7月23日、武道館にて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3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及び新会員紹介に続き、講話は礒村安倫幹事が講師を務めた。そ
の後、山本誠一郎普及拡大委員長の活動説明で第1部は閉会。引続き同会場で懇親会を開催。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。参加は新入会員12名、役員
17名+講師1名の合計30名。

華月流
家元嗣

細川   康秀

会長挨拶と新入会員紹介
内海　信一 会長

進行・活動説明
山本誠一郎
普及拡大委員長

歓迎あいさつと乾杯
杉本　昌弘

普及拡大副委員長

第Ⅱ部進行
尾崎　和憲
幹事

閉会あいさつ

松熊　秀樹
幹事

第Ⅰ部講話

第Ⅱ部 懇親会

▲講師：礒村安倫幹事

（株）11ネット・インシュアランス

礒村安倫幹事 （株）カラークリエーション

溝渕邦子女性委員

タケダ鍼灸接骨院

武田樹市朗研修委員

（株）11ネット・インシュアランス

礒村安倫幹事

柏原睦子会員

柏原睦子会員

(株）カラークリエーション

溝渕邦子女性委員

（株）和光堂

宮谷卓也会員
（株）三好製作所

三好幸司会員
社会保険労務士

西山路恵会員

社会保険労務士

西山路恵会員

社会保険労務士

西山路恵会員

本家建設（有）

小西卓朗会員

本家建設(有)

小西卓朗会員

ドアーズカンパニー（有）

髙木経隆幹事

ドアーズカンパニー（有）

髙木経隆幹事

六車ルミ会員

六車ルミ会員

タケダ鍼灸接骨院

武田樹市朗研修委員

Realize

河田知彦会員

編集社

樋口満広報委員長

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）　

尾崎和憲幹事
（有）HOSEI-JAPANA

竹田耕之介会員

(有)HOSEI-JAPANA

竹田耕之介会員

（有）HOSEI-JAPANA

竹田耕之介会員

合同会社AXIA

木村祐貴会員

（株）ビットコミュニケーションズ

内海信一会長

（株）三好石材

三好正人副会長 （株）エス

内海加奈子会員

Frontier

三宅俊輝会員

ウエルネス

岩部昭浩県ＭＳ委員長

杉本メガネ

杉本昌弘幹事

7月23日※居酒屋 武道館（高松市桜町）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3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の挨拶・新会員紹介に続き、講話は礒村安倫幹
事が講師を務めた。その後、山本誠一郎普及拡大委員長の活動説明で第1部は閉会。引続き同会
場で懇親会を開催。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。参加は新
入会員12名、役員17名+講師1名の合計30名。
※居酒屋　武道館は毎週木曜日モーニングセミナー終了後の朝食を担当していただいている方のおひとりで松村節子会
　員が代表を務める居酒屋。いつも美味しい朝食ありがとうございます。

社会保険労務士
西山   路恵

Realize
代表

河田   知彦
六車   ルミFrontier

代表

三宅   俊輝
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家族交流会 8月11日（金）　 11：00～15：00
（株）電工社エンジニアリング　本社
第一駐車場

猛暑の中、高松南倫理法人会恒例の家族交流会が（株）電工社エンジ
ニアリング本社第一駐車場で開催された。会場は高台にあり風通しが
よく、しかも太陽光発電パネルの屋根の下なので以外と快適。企画運
営は渡邊恵子青年委員長を中心とした青年委員会。設営は十河正信
相談役が怪我で入院中にも関わらず（株）電工社エンジニアリングの
スタッフにお世話になった。内海信一会長挨拶、渡邊恵子青年委員長
趣旨説明、十河正信相談役の乾杯の後、ボヌールのヴォカル福井は
つ恵女性委員長とギター宮内利弘副会長の軽快なヒットソングメロデ

ィが演奏された。バーベキュー・生ビールでリラックスしたところでカ
ラオケ大会が開始。一方広場には高層車が用意されており、高さ
12mのスリルを味わった。途中三好東曜会員が本場アフリカの打楽
器ジェンベの著名なミュージシャン一行を連れて訪れ迫力のセッショ
ンを展開。全員がジェンベのリズムに合わせて大いに盛り上がった。
その後、スイカ割りとメインイベントの「上げ潮じゃ！」の棟上げが行わ
れ、高層車から餅投げと共にプレゼント木札が投げられた。参加者は
大人61名、子供11名の72名。

山の日
（祝日）

▲青年委員会の皆様、企画・準備・進行お疲れ様でした！

▲バンド「ボヌール」のギター宮内利弘副会長
　とヴォカル福井はつ恵女性委員長

▲三好東曜会員とアフリカの打楽器ジェンベの奏者のみなさん
▼高層車から見た会場

▲会長挨拶
内海信一会長

▲乾杯
十河正信相談役

▲趣旨説明
渡邊恵子青年委員長

▼高層車
　12m＋身長は
　けっこうスリリング！

◀好評だった”かき氷”

▲上げ潮隊
鵜川秀樹青年副委員長

熱唱！
カラオ

ケ

スイカ
割り！

元気
いっぱ

い

　　
　子供

達

宮内利弘副会長

豊永大輔幹事

豊永大輔青年委員

山本誠一郎普及拡大委員長のご家族

稲澤信幸副専任幹事

稲澤信幸副専任幹事

楠木泰二朗朝礼副委員長

細川 康秀会員のご家族

福井はつ恵女性委員長

町川順子会員

町川順子会員

尾崎和憲モーニングセミナー副委員長

尾崎和憲モーニングセミナー副委員長

鵜川秀樹幹事のご子息

石澤友典幹事

溝渕弘起副事務長
公文健二幹事

溝渕弘起幹事

渡邊恵子青年委員長

三好東曜会員

細川修吾相談役

太田光夫監査

内海信一会長
内海信一会長溝渕邦子幹事

溝渕邦子幹事

溝渕邦子幹事

穴吹和紀幹事

木村祐貴会員

木村祐貴会員

宮谷卓也会員

宮谷卓也会員

山本祐規子幹事

礒村安倫幹事

鵜川秀樹青年副委員長

鵜川秀樹青年副委員長

鵜川秀樹青年副委員長

小川淳也顧問秘書

十河正信相談役の
ご子息夫婦とお孫さん

千馬俊雄幹事

穴吹和紀幹事

松熊秀樹幹事

松熊秀樹幹事の奥様

三宅 俊輝会員

岡田宏幹事

溝淵太一専任幹事

西山 路恵会員のご家族

西山 路恵会員のご家族

古川芳一モーニングセミナー委員長のご家族

細川 康秀会員とご家族大比賀美稲子さん

森勝一相談役

岩部昭浩県モーニングセミナー委員長

溝渕弘起幹事

十河正信相談役

内海信一会長の奥様

▲総合司会
溝渕弘起副事務長

▲中締め
溝淵太一専任幹事

大原洋二郎会員のご家族
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（株）生駒経営

どんなことをするのかよく分から
ないまま足を踏み入れてから、３ヶ
月が経ちました。最初は驚くことが
多かったですが、やっと少し慣れて
きたところです。
毎回モーニングセミナー前に、田
村神社へお参りするのも、楽しみ
の一つになってきました。
いつも朝早くからエネルギーが
溢れていて、ユーモアや笑いもあ
って、毎回元気をもらえています。
また、仕事柄、社長様とお話する
機会はありますが、モーニングセミ
ナーでは色んなかたの成功したお
話やご苦労されたお話など聴かせ
ていただくことで、気づかなかった

事に気づく機会ももらえています
。これからも勉強して行きたいと思
います。
さて、私は平日は生駒会計の一
従業員として、普段はお客様を回
ったり、事務所で作業をしたりの毎
日で、休みの日にはヨガなどしてリ
ラックスしています。毎年、栗林公
園の蓮の花が咲く頃、公園の芝生
で友人とヨガをして、そのあと蓮を
見に行きます。今年は思いがけず
公園のガイドさんが案内して下さっ
て、新しい発見があり新鮮でした。

仕事でもプ
ライベートで
も、たくさんの
人と出会えた
ことに感謝し
たいと思いま
す！

生駒経営の田村典子です！

〒760-0050　
高松市亀井町4-2岡内第2ビル5F
TEL：087-862-0322
FAX：087-862-0713

▲蓮の花が綺麗

会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

　私は華月流という華道の家に
生まれ育ちました。そのため、い
けばなが敷居が高いものとは感
じたことはなかったのです。
　私がいけばなの先生だというこ
とを初対面の方にお話すると、必
ず「着物に和室で座ってお稽古
するんですよね？」ということを言
われます。と、これを読んでいるあ
なたも実はそう思っていませんで
したか？（笑）私の普段の格好を
知っている人ならわかると思いま
すが、着物も着ませんし、机で椅
子に座ってのお稽古で、時にはカ
フェであったり、バーであったりと
開催場所も多種多様です。
　話は変わりますが、最近はお

花を飾る家が減って来たように
思います。もし、周りで小さなお
子様を育てていらっしゃる方がお
りましたら、その子供に花を飾る
ことを勧めてあげてください。
　その際に100均などの小さな

一輪挿しを
用意してそ
れに飾るこ
とをオスス
メします 。
花を3本ほ
ど買って来
て、ハサミ
が使える年
なら自分で切って、切れないお子
さんは親御さんが切ってあげて、
花瓶に挿すのをさせてあげてくだ
さい。　
　コツは花瓶の長さより少しだけ
長く（割と短め）何本かある場合
は少しずつ長さを変えて切り完成
品をトイレやリビングに飾ってあげ
て綺麗ね～と花とお子さんを褒め
てあげてください。そして水換えを
して最後まで綺麗に飾ってあげて
ください。それだけで、花や生き物
を大事にする優しい子になります
し、その花から皆さんもパワーをも
らうことができるでしょう。

いけばなって敷居が
高くて難しいものだと
思っていませんか？

〒761-2308 綾歌郡綾川町羽床下1813
TEL：087-876-2673
http://kosyu.net
info@kosyu.net

▲パーティーでのいけばなパフォーマンス

華月流

▲栗林公園でヨガ
田村 典子

営業種目　 税務会計

〒761-1706　
高松市香川町川東上６０４-７３
TEL：087-879-4556　　
FAX：087-879-4519

▲USJで子供たちと

　私は土木建設業の仕事をして
います。その中でも、いくつかの
工種がありますが、主にはコンクリ

ート構造物を造る際の型枠を組
み立てる作業をしています。道路
肩や水路、家の基礎工事などが
一例です。今日も一日仕事ができ
る「感謝」の気持ちと「誠意を尽く
す」の想いをもって日々努力して
おります。仕事が忙しくて休めな
い時期もありますが、休日には子

供達と遊び
ます。公園
で一緒に走
り回ったり、
海水浴、プ
ール、カラ
オケにも行
きます。私
が魚釣りが
好きなので
釣りにも連

営業種目　 土木建設業

役員

れて行きま
す。初めて
連れて行っ
た時にはみ
んな釣れて
楽しかった
せいか「お
父さん、また
釣りに連れ
てって！」と言ってくれます。長い人
生の中での１コマではありますが、
コツコツと積み重ねて家族で共有
できる良い思い出になればと思い
ます。
　私も子供達と、家族とともに父
親として成長していけるよう頑張り
ます。「今を精一杯やる‼」仕事も
遊びも！どうか今後とも宜しくお願
い致します。

仕事も遊びも精一杯やる‼

小西   卓朗

本家建設（有）

営業種目　 華道、いけばな教室、舞台装花、
店舗装花、いけばなLIVE、他

にしやま労務管理事務所

　高松南倫理法人会に入会し
て、半年が経ちました。右も左も
分からず入会しましたが、今では
自分なりに居場所を見つけるこ
ともでき、当初より温かく受け入
れてくださった役員はじめ会員の
皆様にとても感謝しています。
ありがとうございます。
　阿波生まれ阿波育ち。三人姉
弟の長女です。父は大工。小さな
道具で大きな材木を自在に操っ
たり、細工をしていく父の仕事を
見るのが好きでした。普段は厳し
く、口下手ですが、酔って上機嫌
な父との時間は子どもの頃の楽
しい記憶のひとつです。母は私た
ち姉弟を「ダメ」と言わずに育て

た人です。今でも何においても適
わない、とても偉大な母です。
　昨年９５歳で亡くなった祖母
は、畑仕事が大好きでした。足腰
も弱り、食べることも十分にでき
ない状態なのに「まだ働きたい」
と言った時の泣き笑いの顔が忘
れられません。
　もう一人の祖母は、記憶のど
こを探してもいつも笑顔。怒った
ところ、不機嫌な様子を一度も
見たことがありません。いつもど
んな時もニ
コニコ笑 顔
で穏やかで
す。可 愛 い
お祖 母ちゃ
んと思う一
方で、本当に
心の強い人
だとこの年

齢になって
感じます。
　私自身、
起業・独立
開業などで
きるタイプ
ではないと
思ってきま
した。そんな私が社会保険労務
士として開業します。両親や祖父
母からもらった力を信じて、社会
に貢献できる「働く環境整え士」

として邁進
します。ど
うぞ 、これ
からもご指
導のほど、
よろしくお
願いいたし
ます。

『本を忘れず』

〒761-8014　高松市香西南町２－４　
泉ビル２階　TEL：087-813-3432　　
FAX：087-897-2180
 

▲目的を決めない遠出は何よりの気分転換

西山　路恵

営業種目　 コンサルティング　アウトソーシング　
人事労務管理　企業研修

社会保険労務士

細川　康秀
華月流家元嗣
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