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▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

▲倫理経営基礎講座会場風景（10月11日╱パールガーデン） ▲新入会員オリエンテーション（10月29日╱居酒屋 武道館）

▲バンズの会（11月12日╱太洋ボウル） ▲バンズの会（11月12日╱太洋ボウル）

▲経営者の集い（11月15日╱シカ国分寺本店） ▲忘年会（12月8日╱ザ・チェルシー）

忘年会
12月8日（金）19：00～21：00
会場：ザ・チェルシー

　高松南倫理法人会平成29年忘年会をザ・チェルシーで開催。企画は女性
委員会が担当、溝渕邦子委員長を中心に準備。司会進行は溝渕邦子女性委
員長と福井はつ恵副委員長。まずは内海信一会長の開会挨拶に続き溝渕弘
起副専任幹事による乾杯で開宴。しばらくの歓談・会食後、参加者全員が用
意したプレゼントを音楽に合わせてのプレゼント交換。その後、風船運びリ
レー、オリジナルのお名前ビンゴゲーム等で大いに盛り上がり、細川修吾相
談役の中締めで終宴となった。参加は55名。楽しく飲んで、大いに会員間
の親交を深めた。

▲開会あいさつ
内海 信一会長

▲乾杯
溝渕 弘起副専任幹事

▲中締め挨拶
細川 修吾相談役

▲司会進行
▲福井 はつ恵副委員長    ▲溝渕 邦子女性委員長

プレゼント交換とは別に会員企業様から。、ご提供いただいた
賞品。ご協力いただいた企業様。、ありがとうございました。



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

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

9月28日
『困ったことは起こらない』

高松市倫理法人会　幹事　
（株）Araki　代表取締役社長

荒木　和夫

10月5日
『仏壇屋からお香屋への転換』

高松市倫理法人会　会員
（株）岩佐佛喜堂　取締役常務

岩佐　一史

10月12日
『器』
（一社）倫理研究所　法人スーパーバイザー
（株）建商　代表取締役

西森　義信

11月16日
『職場の教養を使った
活力朝礼で人生気付きを養う

（一社）倫理研究所　法人レクチャラー
愛媛県松山北倫理法人会　副専任幹事
（有）絵夢　代表取締役

藤島　寛昌

10月19日
『ライフプランナーという生き方』

さぬき市倫理法人会　会員
プルデンシャル生命保険（株）高松支社
第三営業所部長
エグゼクティブ・ライフプランナー

多田　友彦

10月26日
『教育の多様性について
　　　　　　　　考える』

特定非営利法人クリエイト　理事

多田　洋美

11月2日

高松南倫理法人会　幹事
（有）大成造園　代表取締役

北谷　勇雄
高松南倫理法人会　幹事
タケダ鍼灸接骨院　院長

武田　樹市朗

西山　路恵
にしやま労務管理事務所
5分間会員スピーチ 礒村　論治

（株）11ネット不動産
5分間会員スピーチ

山田　耕造

野村證券（株）
高松支店

5分間会員スピーチ

会員体験報告

実践の要件

「お金と貴金属と夫婦対鏡の話」
高松南倫理法人会倫理経営基礎講座が10月11日18:30よりパールガーデン

で開催された。講師は（一社）倫理研究所 　西森義信　法人スーパーバイザー。
実践とは身をもって行うこと、行動に移すことである。その際最も重要な心得が
以下の10項目。

　高松南倫理法人会倫理経営基
礎講座が12月20日18:30よりパー
ルガーデンで開催された。講師は
（一社）倫理研究所　佐藤福男　
法人スーパーバイザー。
　倫理指導とは倫理法人会の会
員に限り、無料で行われる自己改
善のための指導。そこでは生活法
則である純粋倫理に根ざした心得
や実践が示される。企業経営に関
する具体的な行動を示すものでは
ない。
　倫理指導の目的とは、苦難の解
決だが、その真の目的は「人間的
成長」にある。仮に、何ひとつ苦難
はない、問題がないという人でも、
向上心のあるかぎりは理想や目標
があるに違いない。それは未だ実
現していないから理想であり目標
なのであるから強いて言えばそれ
が苦難といえる。
　たとえば、自分の身辺には特に
問題がなくても、社員やその家族
の問題、社会的問題等、自らの関

第17講

倫理指導の偉力
第18講

▲（一社）倫理研究所 　西森義信　法人スーパーバイザー

▲倫理経営基礎講座会場風景

▲（一社）倫理研究所 　佐藤福男　法人スーパーバイザー
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「靴を揃える」100日実践達成まで　西森義信　法人スーパーバイザー　なんと4年かかったそうです。あなたも100日実践に挑戦してみませんか。

「奥様またはご主
人」のいいところ

を

毎日一つずつ書き
足し100日実践

して

みませんか。30
日頃と70日頃に

ひと山あるみたい
です。

即行：気づくと同時に行いに移す
。気づいた時こそ最高適時であり
、最好条件の時である。
純粋：雑念のない、澄んだそのま
まの心で事に当たる。疑ったり、心
配したりしない。
直行：躊躇逡巡せず、大胆に、率
直に、そのままに、真っ直ぐに行う
こと。
結果を考えぬ：物事の結果は人
知の及ばない領分。結果につい
て予想しない。
緊張：油断しない。「こわばり」をな
くして、その時その場における緊
張を保つ。
一気呵成：機が熟したら一息にや
りあげる。怒涛のように全力をふ
りしぼり、やり抜く。
押し通す：無心で初志を貫き、も
う一歩、あとひと押し、積極的に
打って出ること。
反復不退：一気にできないことは、
繰り返し続けていき出来上がるま
で続ける。中途でやめない。
不悲不喜：結果が悪かったと心を
乱したり、良かったと有頂天になら
ない。与えられた結果が今の自分
にとって最もふさわしい。結果は”
天の領分”にある。
慎終：気を緩めず、終始末を立派
にやり遂げる。それが次の大事に
生きてくる。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

10

『倫理で変革した私達～Part 1』

11月9日

高松南倫理法人会　幹事
（株）あい介護サービス　
事業統括支援室室長

森田　浩之
高松南倫理法人会　幹事
四国アイティサービス（有）
執行役員営業本部長

尾崎　和憲

11月30日
『四国若者会議の活動から見る、
地域に関わる若者の志向性』

（一社）四国若者会議　代表理事

瑞田　信仁

12月7日
『行きづらい社会に寄り添う』

（株）ミンク　代表取締役
ライフスキルアドバイザー

本西　志保

12月14日
『私の経営哲学』

香川県倫理法人会
モーニングセミナー副委員長
（株）UMOGA　代表取締役

蒲生　宰実

12月21日
『やさしい倫理入門～縁尋機妙・多逢聖因～』

（一社）倫理研究所　法人スーパーバイザー
（株）じょぶ　取締役会長

佐藤　福男

会員体験報告

『倫理で変革した私達～Part 2』

▲（一社）倫理研究所 藤島寛昌法人レクチャラー

金
「お金」金

と言う字は

人ニハ　心
棒が　一番

という

つくりとなっ
ています。確

かに！

　高松南倫理法人会経営者の
集いが11月15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 藤島寛
昌法人レクチャラー。
　高松南には７～８年前、現細
川修吾相談役が会長時代に来
て以来2度目。当時名刺交換した
名刺を丁寧に整理して持参され
ていて、出会いをとても大切にす
る人だな～と感動。
　昭和28年福島県生まれの64
歳。6代続いた藤島商店の3男に
生まれ、商売を父母にたたきこま
れる。東京の理科系の大学に進
学し車の部品販売、健康食品販
売を経て宝飾の世界へ。平成元
年結婚を機に松山彫金ギャラリ
ー絵夢に勤務。平成3年有限会
社「絵夢」を設立、平成30年で
創業40周年を迎える。
　倫理入会は知人の紹介で講
話をしたのがきっかけ。入会以来
倫理大好き人間となり、15年間
皆勤というすごい方。とにかく
「純情」が一番。いいと思ったら
やってみる。これにつきる。朝目
覚めたら、良かった！生きている！ワ
クワク今日一日精一杯頑張ろうと
元気が出る。何事にも前向きで
パワーを感じさせる方でした。
 

倫理指導を受けたことのない人は、
是非受けてみてください。
ただその際、重要なことは「何でも言われた
とおりにやる」覚悟が必要です。
心や問題意識に応じ、また、よりよく生きよう、よりよい環境をつくろうとすれば
する程、さまざまな難問や苦悩に直面するものである。それらの課題、遭遇する
問題を喜んで受けとめ、それを手がかりに人生の意味を真摯に求め、生活の軌
道修正に励む姿勢そのものが
尊い。すなわち、苦難こそ生き
がいの源泉といえるのである。
　「倫理指導を受けよう」とい
う意味の芽生えは、倫理経営
実践の門前に立ったことに他
　ならない。その門の扉を押
　　　し開いた時から「自己
　　　　革新」への道が始ま
る　　　　のである。

経営
技術
ノウハウ
テクニカル
やり方

心の在り方

倫理指導

車の両輪

倫理指導とは倫理経営の「心
の在り方」を指導することです。

倫理指
導の目

的は

「人間
的成長

」

＝自己革
新

＝生成
発展

32



新入会員オリエンテーション平成30年度
第1回

■日時：10月29日17：00～
■会場：居酒屋　武道館

（株）エス
代表取締役

内海加奈子

にしやま労務管理事務所
社会保険労務士

西山路恵

JKM Staffing ＆ Media Co
ＣＥＯ

山口真理

合同会社AXIA
代表社員

木村祐貴

　

本家建設（有）
役員

小西卓朗

華月流
家元嗣

細川康秀

野村證券(株)
ファイナンシャルアドバイザー

山田耕造

会長挨拶・
新入会員紹介
内海信一会長

▲講師：松熊秀樹法人レクチャラー
　高松南倫理法人会幹事

10月29日居酒屋 武道館（高松市桜町）にてＨ30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、今年度初めての開催。
溝淵太一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、講話は松熊秀樹幹事
が講師を務めた。その後、稲澤信幸専任幹事の活動説明で第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7名、
役員18名+講師1名の合計26名。

第Ⅰ部 講話
進行

溝淵太一
普及拡大委員長

活動説明
稲澤信幸
専任幹事

歓迎あいさつ・乾杯
尾崎和憲

モーニングセミナー委員長

閉会あいさつ
三好正人
副会長

第Ⅱ部 懇親会

にしやま労務管理事務所

西山路恵会員
四国アイティサービス（有）　

尾崎和憲モーニングセミナー委員長
（株）ビットコミュニケーションズ

内海信一会長

杉本メガネ

杉本昌弘県普及拡大副委員長

ヒーリングスペースKAMIKA

皆川光彦会員

JKM Staffing ＆ Media Co

山口真理会員

タケダ鍼灸接骨院

武田樹市朗幹事

編集社

樋口満広報委員長

（株）エス

内海加奈子会員

ウエルネス

岩部昭浩幹事

松熊工業（株）

松熊秀樹幹事

（有）千馬製陶所

千馬俊雄幹事

（株）ワィアールティ

溝淵太一普及拡大委員長

合同会社R７

山本誠一郎県副幹事長

野村證券(株)高松支店

山田耕造会員

華月流家元嗣

細川康秀会員 城・保険コンサル

中城武弘幹事
新日本ツーリスト（株）

楠木泰二朗青年委員長

こころとからだの健康道場

太田光夫監査

合同会社AXIA

木村祐貴会員

（有）アマノ広芸社

天野サヨ子監査

●11月12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昨年好評だったボウリング大会を今年も開催。楠木泰二朗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4人1チームに別れてゲームを楽しんだ。今年は単にボーリングの玉を転がすだけではなく、後ろ向き、片足、逆手
で投げるなど、様々なハンディを課し、2ゲームを楽しんだ。その後、懇親会（表彰式）を隣接するトマト&オニオン観光通店で開催。優
勝チームは宮谷卓也青年委員＋小西卓朗会員＋小西卓朗会員のお嬢さん+西山路恵会員チーム。ベストスコア賞は小西卓朗会員、
準優勝賞は礒村安倫香川県後継者倫理塾塾長、敢闘賞は三好正人副会長で賞状と副賞をゲット！ボウリング大会は大人29名+子供
5名の34名、懇親会＆表彰式は大人22名+子供5名の27名が参加。

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

優勝チーム 左から宮谷卓也青年委員、小西卓朗
会員とお嬢さん、西山路恵会員

元気に参加してくれた子供達

ベストスコア賞

懇親会　会場風景

小西卓朗会員

準優勝賞
礒村安倫香川県後継
者倫理塾　塾長

敢闘賞
三好正人副会長

開会挨拶
内海信一会長

楠木泰二朗青年委員長
溝淵太一普及拡大委員長

地良田青年副委員長
青年委員会の皆様お疲れ様でした。

司会・進行
宮谷卓也青年委員

始球式
三好正人副会長

渡邊恵子青年委員

尾崎和憲
モーニングセミナー委員長



会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

合同会社AXIA

　九州で働いて、今は戻ってきて
webの仕事をしています。旅行が
好きで年に何回かはふらっとどこ
かへ出かけていきます。
　私はストリートビューの撮影と
いうものを行っております。これは
室内や私有地といった建物の中
を実際にそこに行っているような
視点から観覧できるGoogleの提
供しているサービスです。まだ香
川県では馴染みが薄いかもしれ
ませんが360℃パノラマ写真はイ
ンパクトがあり徐々に四国にも浸
透してきています。もう一つがホ
ームページの制作です。せっかく
撮影したパノラマ写真もGoogle 
Mapsに置いておくだけではもっ

たいない、せっかく撮影したのだ
からできるだけ多くの人に見ても
らいたいと思い制作の方も手掛
けています。
　なぜ私がこの仕事を選んだか
と言いますと私は出かけるのが好
きで特に下調べもせずふらっと行
って美味しいものを探したりご当
地の名所を巡ったりといったこと
をよくしていました。その時に田舎
に行くほど情報が殆どない、せっ

かく面白い
お店や内装
が綺麗なお
店でもネット
に情報が全
然上がって
いないので
す。これはほんとにもったいない、
そう思い少しでも情報を共有でき
る手助けができればと、地元に帰
ったら事業を始めてみようと立ち
上げました。
　さて堅苦しい話ばかりではつま
らないので美味しいネタをひとつ。
これからの冬の旬と言えば牡蠣で
すが私のお勧めは九州の長崎県
産が一番です！大村湾と有明海で
取れる牡蠣は絶品です、冬に九州
までご旅行される方は是非お勧め
しますよ！

〒760-0080高松市木太町1941-12
TEL:080-3163-2075
Mail: kimura@myaxia.biz
http://ax-ia.net

木村　祐貴

営業種目　 ストリートビュー撮影（屋内での撮影・旧インドアビュー）
ホームページ制作

代表社員

ファイナンシャル
アドバイザー

野村證券（株）高松支店

　この度、高松倫理法人会に入会
させていただきました、山田耕造と
申します。（「山の田んぼを耕して
造る」と覚えて頂けると幸いです。）
　私は、地域に密着した活動を
中心にしており、生涯学習センタ
ー・コミュニティセンター等で金融
資産セミナーも行っております。

金融の知識をより多くの方々に
分かりやすくお伝えすること、と共
に真の心の豊かさと幸せを皆様
と分かち合えていければと日々邁
進しております。
 高松南倫理法人会に入会させ
て頂いたきっかけは、「家族をもっ
と大切にする！もっと自分の心を
磨く！」という想いからでした。
　倫理法人会の存在を知り、す
ぐにお電話させて頂きました。突

然の問い合
わせにも関
わらず、温か
く迎え入れて
頂き、皆様に
は深く感謝し
ております。
　毎週のモ
ーニングセミ
ナーで気持ちをリセットし、「職場
の教養」を毎日読むことで新たな
気づきを得ております。
　趣味は家族と神社巡りをする事
で、毎年石鎚神社、伊勢神宮、出
雲大社へ一年の感謝を込めて参
拝しております。また、食いしん坊
で料理を作る事も大好きです。
 至らぬ点も多い未熟者ですが、日
々精進を重ねてまいる所存ですの
で、皆様ご指導ご鞭撻の程どうぞ
よろしくお願いいたします。

自分の心を磨くこと

〒760-0025　高松市古新町10番地の5
TEL：087-851-1911

▲私の家族（出雲大社にて） ▲家族でも作ったお弁当

▲休日は家族サービスもしています!!

▲演劇に挑戦▲山登りに挑戦

山田　耕造

営業種目　 証券業

（株）サン・ファミリア
ケアスタジオ　サン・ファミリア

　私は現在高松市サンフラワー
通り近くでデイサービスの管理
者を行っています。以前は理学
療法士として病院で患者様のリ
ハビリを担当しておりましたが2
年半前から介護の世界で働いて
おります。
　休日はもっぱら草野球です。小
学生の頃から続けている野球で
すが30歳を超えてから身体がい
う事を聞いてくれなくなりました
…。以前は強肩自慢だったのに
今ではベースとベースの間（約
27ｍ）を投げるのがやっと。以前
は1番バッターで俊足自慢だった
のに今ではすぐ足が攣る。試合

の次の日は全身筋肉痛
で動けない…。リハビリ
の専門家がこれではダ
メですね。若い頃おろそ
かにしていた準備とア
フターケアの大切さを
今になって気付かされ
ています。2歳の息子が
いますのでまだまだかっ
こいい父ちゃんでいな
ければ!!
　また、子育てで忙し

いにも関わらず
毎週のように飲
み会や野球に行
かせてくれている

妻、仕事では現場で一生懸命働
き私を支えてくれているスタッフ
達には「感謝」しかありません。こ
れからも感謝の気持ちを忘れず
謙虚な姿勢で何事にも取り組ん
でいきたいと思います！倫理でもた
くさんの事を勉強して参りたいと
思いますのでこれからもご指導の
程よろしくお願い致します。

感謝の気持ち

〒761-8073　高松市太田下町3032-2　
メゾンブランシュ太田1階
TEL：087-814-7602　FAX：087-814-760

営業種目　 地域密着型通所介護事業所（デイサービス）

（有）東條電機サービス

　僕は地元で街の電気工事屋さ
んをやってます。お客さんの大部
分は地元のおっちゃんやおばちゃ
んです。父の代を次いで17年目。
谷あり山ありと色々ありましたが、
おかげさまで父の代から数えて創
業50周年になります。
　仕事以外の僕はというと、ほと
んど家族と過ごしております。子
育てにほとんど参加してないこと
もあり、孫のお世話が楽しくてた
まりません。
　子どもは二人いますが二人と
も嫁ぎましたので、普段は妻と二
人。毎日のようにやってくる孫にメ
ロメロ。自分でも今の自分が不思

議で不思議で。
　最後に倫理法人会に入ったき
っかけを少し。
　僕は商工会議所の青年部に
所属してました。そのころは今よ
りさらに未熟であまり良い会員で
はありませんでした。それ故、特定
の団体に所属することにかなりの
抵抗がありました。卒業後6年ほ
どは隠匿生活。そんな中、内海会
長から「だったらウチの会に入っ

たら？」とのお
誘いが。
　いつもなら
丁重にお断り
するのですが、
信頼してる友
達だし、つい
「はい」と。
　7月に入会して今のところ皆勤
賞。まだまだ未熟者ですがどうぞ
よろしくお願いいたします。

挑戦し続けるために

地元に戻って頑張ります。

〒763-0074　丸亀市原田町1724番地2
TEL:0877-22-8620　FAX0877-25-1863
Mail：tj.isao@gmail.com
http://onsuiki.com

▲撮影した写真を確認中 ▲野球仲間と楽しい飲み会!!

東條   勲

営業種目　 電気工事業

代表取締役

管理者
鳥居　寛司


