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▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

令和2年度新旧役員交流会

年間皆勤賞18名の皆さんおめでとうございます！

6月モーニングセミナー
達成賞を頂きました！

【日時】　令和元年8月23日(金) 
              第1部 18:00～19:20
              第2部 19:20～21:00
【会場】　ザ・チェルシー
【参加】　第1部38名 第2部41名

　溝渕弘起専任幹事より開会宣言があり、
稲澤信幸会長より挨拶がありました。
　第1部は、令和2年度香川県高松南倫理
法人会活動計画についての説明があり、各
委員会で令和2年度の活動計画・スケ
ジュールの作成が行われ、その後、委員会ご
との発表になり、中身の濃い計画を出しま
した。
　第2部は、会場を移動して宮谷卓也副事
務長の進行で懇親会がスタート。森勝一相
談役の乾杯から始まり、美味しい料理で役
員の親睦を深められる会になりました。最後
に山本誠一郎普及拡大委員長の中締めで
懇親会を終了しました。

▲進行 宮谷副事務長 ▲乾杯 森相談役

▲中締め 山本普及拡大委員長

▲山本 普及拡大委員長

▲森田 研修委員長▲荻生 モーニングセミナー委員長▲稲澤会長挨拶

▲小西 青年委員長▲溝渕 女性委員長▲樋口 広報委員長▲溝淵 朝礼委員長

第 2部

第 1部
活動計画・スケジュールの作成

(株)稲澤組　 　　　　稲澤信幸様
(株)ファーストライン　渡邊恵子様
(有)猪子デザイン研究室　猪子進様
高松塗装工業(株)　　　細井香様
(有)エムシーアシスト　荻生幸裕様

ウェルネス　　　　　岩部昭浩様
(株)シカ　　　　　　細川修吾 様
(有)地良田クレーン　地良田大介様
(株)あい介護サービス　森田浩之様
穴吹　　　　　　　　穴吹和紀様

(有)キャット　　　　　新居美帆様
韓国料理　双六　　山本祐規子様
四国アイティサービス(有)　尾崎和憲様
タケダ鍼灸接骨院　武田樹市朗様
ヒーリングスペースＫＡＭＩＫＡ　皆川光彦様

ＷＡＫＥＢＩ　　　　安岐一男様
メットライフ生命保険(株)　西村幸子様
居酒屋　武道館　　　松村節子様

　　　                                      (順不同)
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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27日 一般社団法人倫理研究所 富士教育センター
「経営者倫理セミナー受講報告」

高松南倫理法人会　幹事
WAKEBI

安岐　一男

★7月4日
「今の私にできること」
サイテックアイ(株)　代表取締役社長

大澤　佳加

高松南倫理法人会　幹事
 (有)地良田クレーン

地良田　大介

高松南倫理法人会　幹事
にしやま労務管理事務所

西山　路恵 

★7月11日
「リーダーに求められる統率」
(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
広島県倫理法人会　中部地区地区長
(株)石崎　社員

猪俣　公市

★7月25日
「倫理に出会って」
高松南倫理法人会　副事務長
(株)和光堂　取締役

宮谷　卓也

(株)ディレクターズ

岸本　広宣

5分間会員スピーチ

★7月18日
「喜んで働く会社づくり」
(一社)倫理研究所　法人スーパーバイザー
井戸垣産業(株)　代表取締役

井戸垣  昌延

Apport 天使の羽

鴻上　千恵子

5分間会員スピーチ

★8月22日
「倫理を正しく学ぶ」
(一社)倫理研究所　法人局　顧問
(株)カクダイホーム　会長

蓮実　利勝

★8月29日
「なぜ働くのか」
(株)桜設備設計　代表取締役

泉　満

★9月5日
「2年度に向けて」
高松南倫理法人会　会長
(株)稲澤組 代表取締役

稲澤　信幸

★9月12日
「前立腺の病気について」
高松南倫理法人会　会員
(医)愛和会 あさひクリニック 理事長

西口　潤

★9月19日
「自然に活性化していく組織作りの秘訣
～明朗・愛和・喜働」の実践に必要なものとは？～」
愛知県名古屋市中川区倫理法人会 幹事
(一社)行動コミュニケーション協会 代表理事

鈴木　崇司

小松ゆみ後援会

小松　ゆみ

5分間会員スピーチ

★8月1日
「ソリューションフォーカス（SF）と
音の管理で自分も組織も変化する」
プロ・スイッチ　代表
東京未来大学　非常勤講師

髙橋　武子

★8月8日
「恩の遡源」
高松南倫理法人会　幹事
株式会社クロダ　取締役

廣重　由美子

    ★7月10日
「実践とマニュアル」

美味しい「朝食の秘密」

　講師は一般 社団法人 社団法人 倫理研究所 法人レクチャ
ラー、広島県倫理法人会 中部地区 地区長、株式会社石崎 社員の
猪俣 公市様です。なんと昭和35年4月高校卒業後、海上自衛隊に
入隊。主に潜水艦部隊で勤務されていたそうです。当時も今も昔の
日本軍のような教育を受けたそうです。
　定年後は、介護事業を立ち上げるが、うまくいかず、その後介護
事業の会社を立ち上げるがあえなく倒産。講話では、自衛隊の幹部
候補生学校教育はマニュアルを重視しており、倫理法人会と共通
点があるそうです。これからの倫理実践および会社運営の参考に
なりました。ありがとうございました。

経営者
の集い

高松南の料理は男女関係
なく当番で作ります。
毎週これが激ウマなんです！
ぜひ一度ご賞味ください。
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平成31年度          新入会員オリエンテーション

　平成31年度第3回新入会員オリエンテーションが武
道館で行われました。第1部の進行は地良田普及拡大
委員長。まず稲澤会長挨拶の後、新入会員の紹介があ
りました。その後、内海副会長に倫理について講話して
いただきました。
　第2部の進行は鵜川普及拡大副委員長。地良田普及
拡大委員長の歓迎挨拶と乾杯で懇親会がなごやかに
行われました。その後、新入会員の感想発表タイムで、
会員の皆さんの高松南の感想をいただきました。宴の
終わりに松熊幹事の挨拶で歓迎会を閉会しました。

第3回 家族交流会
【日時】　令和元年8月4日(日) 16:00～19:00
【会場】　塩江セカンドステージ
【参加】　42名
　家族交流会が塩江のセカンドステージで行われまし
た。今回の会場は空気のとても澄んだ塩江の山の中。
屋根付きのバーベキュー会場と芝生のグラウンドが広
がるとてもステキな会場です。総勢42名が集まり、美味
しいお肉やビールを食べて飲んで、おしゃべりをしなが
ら楽しい交流会となりました。 みなさん、お疲れさまで
した!!

▲谷本 玲子 会員 ▲十川 美加 会員 ▲長田 公仁 会員

▲閉会挨拶 松熊 秀樹 幹事

▲照屋 龍彦 会員 ▲小西 卓朗 幹事

▲小松 由美 会員 ▲片桐 幸大 会員 ▲村松 直基 会員 ▲英 早苗 会員 ▲佐野 弘幸 会員

▲谷本 忠則 会員

▲歓迎あいさつと乾杯
地良田大介普及拡大委員長
▲歓迎あいさつと乾杯
地良田大介普及拡大委員長

▲挨拶 稲澤信幸会長

▲講話
内海信一 副会長

 会員

【日時】　令和元年7月21日(日) 17:00～20:00
【会場】　武道館
【参加】　34名
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八十二薫堂

僕の想い

〒761-0303  
高松市東山崎町195   樹工舎様駐車場内
TEL:090-7785-9404   insta  82sturgis

会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

佐野 弘幸

　平成30年、2018年8月2日に開業させて頂きました
八十二薫堂の佐野弘幸と申します。ガトー吉田の平井
さんとの御縁で入会させて頂きました。「起業したばか
りの佐野にはきっと良い経験になると思うよ」の言葉
を信じドキドキで田村神社へやって参りました。すると
週を重ねる毎に、今まで全くお会いした事の無いよう

な凄い方々との出会い
が有り、毎週前で講話
される方のお話も為に
なるポイントが多く、今
の自分に足りない事に
気付かせてもらってま
す。
　僕がPIZZA屋を高松
でしようと思ったのは、
ずっと料理の勉強中に
それも御縁で出会った
絶品PIZZAのおかげで
す！！

営業品目：SANUKI PIZZA

一般社団法人四国ライフエンディング協会

最期まで自立した人生を支援する

〒760-0008 高松市中野町29-5  高松プラザビル602
TEL：087-802-4830  FAX：087-802-4831
https://life-ending.or.jp

十川 美加

事業目的：個人や企業に対するライフエンディング（終活）及び、
最期まで自立した人生を送ることができる社会の実現を目指す

みらい会計税務事務所
〒761-8071　香川県高松市伏石町1379-6
TEL：087-867-3278  FAX：087-816-3280
携帯：090-7147-1639
E-mail:cm3k-osd@asahi-net.or.jp

営業種目：税理士業・ファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ）
              （事業承継・相続税対策・確定拠出年金アドバイザー・ライフプランの提案及び実行等）

コネクト

仕事とプライベートは、片輪ではなく
両輪で回していくことで遠くに行ける
ような気がしています。

〒760-0005
高松市宮脇町2-14-22
 tel.080-4264-0199
Mail:kohei5151@gmail.com

高原 康平

長田 公仁
所長

営業品目：SNSマーケティング（インスタグラム運用,SNS広告）
                 LP(ランディングページ)の制作,ウェブ集客・採用導線設計

　そのおかげで今の自分が有ります!! そこか
ら自分は本当に周りの皆様との御縁に恵ま
れているなと思う事が多々有りまして、その中
に石川県金沢市の「SALINA」というPIZZA
屋さんが有りまして、そこのPIZZAを食べた
時の感動、感激は忘れられません！！その時

の僕の想いを地元高松の人達にも味わって欲しい！と思い今も
まだまだ勉強中ですが精一杯焼かせてもらってます。
　ココだけでは伝え切れない想いも有
りますので、皆様一度僕のPIZZAを食
べてみて下さい、そしてもし機会御座
いましたら僕が勝手に師と仰ぐ
「SALINA」のPIZZAも食べてもらえれ
ば幸いです。
　いつか僕も、僕が師匠を追ってるよ
うに僕の事を慕って僕の元で働きたい
と言ってくれる存在と共に店舗、移動
販売をするのが当面の目標ですので
皆様是非ともお力添えの程宜しくお願
い致します。

　人生100年時代と言われ「最期まで自立した人
生」を支援するをコンセプトに平成31年4月に設立
いたしました。人生100年時代と言われ、現実高齢
化社会に突入しております。若年者より高齢者人口
が多く、社会の目まぐるしい変化の今、誰かに頼る、
どうにかなるだろうも難しくなってきています。
　最後まで自分の人生は自分自身が責任を持って

生きるためにご一緒に考えていきませんか。現
在エンディングノートを手がかりに、今後の人
生をおしまいとだけ捉えるのではなく、どう生
きるかを考える「老熟セミナー」、「SDGｓで、
持続可能な開発目標と自分自身、わが社との
繋がりを考える講座」、「介護施設見学ツ
アー」を中心にご提供しております。
　その他、よりよく生きるための職場の活性
化や、高齢者も利用するサービス提供者のコ
ンサルティングも行っております。まずは、気
軽に私共が開催しております公開セミナーに
ご参加ください。あなたの今後の人生へのア
クションに繋がることを全力で提供していき
ます。

　3、4年前は自転車が趣味で、中四国の自然、文化、人
とのふれあいを体験しながら、四国８８ｹ所自転車遍路
約1,200㎞、四万十・南予横断2リバービューライド、雨
の中のカーブでスリップ・転倒、負傷しながらの120分
耐久タイムレースなどを楽しみました。
　今はジム通いが趣味で、格闘技系のボディコンバッ
トが大好きです。ジョイフィット高松丸亀合同チームの
一員として丸亀婆娑羅まつりに今年も参加します。
　さて趣味の事はこれぐらいにして仕事のお話をした
いと思います。税理士業務は約20年。今年2月、ファイ
ナンシャルプランナーの資格を取得し、確定拠出年金
アドバイザーの業務を始め、「企業型確定拠出年金」及

び「イデコ（個人型確定拠出年金）プラ
ス（※）」の制度導入・運営を支援してお
ります。
　「企業型確定拠出年金」の場合、「選
択制」の制度設計により、加入者（従業
員・役員）は掛金を税金、社会保険料の
負担なく積み立てることが可能です。事
業主は折半負担する社会保険料の負担
軽減を期待できます。どちらの制度も加
入者１名からの導入が可能ですので、お
気軽にご相談ください。

　先日会員になりました髙原康平と申します。今回は
“人と仲良くなるには、まず自分からの自己開示を“と
いうことで、私の人となりを知ってもらえればと思いま
す。
　私は年内に株式会社にしようと考えていますが、大
学4年生の頃から個人事業主として仕事をしていま
す。今は新卒2年目の年で、うまくいかないことやまだ
まだ教わることがたくさんあり、自分の至らなさに歯

がゆくなるばかりです。そんな中でも仕事を
依頼してくれるクライアントの方、一緒に仕
事をしてくれる仲間のためにも、自分の器を
大きくしていく必要があるなと感じていま
す。

　さて、プライベートなことを話すと、最近楽しかったのは若い
起業家や仲間たちと行ったBBQです。起業という周囲とは少し
外れた道を選んだので、ここ1～2年間は正直腹を割って話せる
同世代が少なくなりました。ですがそんな思いも最近は少し叶っ
てきて、BBQを行ったりする友達が増えてきました。こうしたプラ
イベートがあってこそ、仕事も頑張れると僕は思いますし、仕事を
頑張ってこそ、プライベートにも深みや彩りが出ると思っていま
す。
　SNSというと、まだまだこちらでは馴染みがない言葉だと思い
ますが、だからこそ先行者利益があるところだとも思います。新し
いことにチャレンジしたいという意欲のある方は、一緒に先行者
になりませんか。

☆アクティブにいろんなことに挑戦☆

（※）従業員・役員が加入するイデコに企業が追加で掛金を拠出できる制度。
　　  企業の負担は掛金のみで運営管理手数料はかかりません。


