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▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

▲新年式（1月4日╱田村神社会館） ▲田村神社境内清掃（1月18日╱田村神社）

▲経営者のつどい（2月14日╱シカ国分寺本店） ▲新幹事辞令交付（2月15日╱モーニングセミナー）

▲新幹事辞令交付（2月22日╱モーニングセミナー） ▲新入会員オリエンテーション（2月23日╱和幸）

朝礼研修
平成30年度 高松南倫理法人会

日時：平成30年2月23日（金）
15：30～17：30　会場：和幸
　2月23日15：30より平成30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。
　内海信一会長の挨拶に続き、北谷勇雄朝礼委員長の講義と実習が
あり東條倫博県朝礼委員長は補佐役として、また内海信一会長、山本
誠一郎県副幹事長は研修のサポート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。受講者は7社14名。

▲北谷勇雄朝礼委員長による講義

▲実習風景 ▲実習風景

▲参加メンバー



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

12月28日
『仕事と介護の両立
～10年間のシングル介護から～』』

1月4日

介護と働き方未来研究所

石原　誠吾

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

2月1日
『プラスの言葉は、
　　　　幸せを呼ぶ』

愛媛選択理論研究会　代表
選択理論心理士

井上　千代

2月8日
『夫婦愛和が
　　一番むつかしい？』

徳島県倫理法人会　相談役
（株）加藤自動車相談所　代表取締役

加藤　健司

2月15日
『心を合わせる』
（一社）倫理研究所　法人レクチャラー
岡山県岡山市東倫理法人会　会長
吉延石油（株）　代表取締役社長

吉延　嘉一郎

1月11日
『Technology replace Handicap with Happy

～発達障害を持って生まれた
　　　からこそ見えた世界～』

（株）フレップテック　代表取締役

楠田　亘　 

1月18日
『失敗の先に成功あり』
～資金難・クレーム・労働組合～
（一社）倫理研究所　
法人局　法人スーパーバイザー
税理士法人ジェイエスケー　代表取締役

上能  喜久治

▲（一社）倫理研究所　
上能　喜久治法人スーパーバイザー

▲（一社）倫理研究所　吉延　嘉一郎法人レクチャラー

1月25日
『中小企業における「長所進展」
経営について～世間に知られてい
ないコンサル会社の中身～』

新年式

2017 年末恒例餅つき

田村神社にてご祈祷

地域貢献活動

　高松南恒例の餅つきが12月28日早朝？（2：30分）よりあった。前日
に準備したもち米を蒸し、若手メンバーを中心に豪快に石臼でついた。
みんなで仲良く丸餅にしたが、大小見事に不揃いのお餅が完成。モーニン
グセミナー参加者全員にお土産として配った。

つきた
てのお

餅を

食べた
い人は

、

早朝4
時くら

いに来
れば

食べら
れます

ヨ。

▲新年式、食事終了後に田村神社本殿にて高松南倫理法人会の益々の繁栄と会員の
　事業繁栄・商売繁盛・心身健康・家内安全をご祈祷いただきました。
　

▲1月18日モーニングセミナー終了後、田村神社境内を清掃。年に3回地域貢献活動
を行っています。
　

（株）船井総合研究所　住宅・不動産支援部
土地活用チーム　チームリーダー　
チーフ経営コンサルタント

鈴木　精一

東條　勲
（有）東條電機サービス
5分間会員スピーチ

三宅 俊輝
Frontier
5分間会員スピーチ

2月22日
『朝起きの極意』

3月1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』

（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

松本　真志

（株）あい介護サービス　
取締役
森田　浩之
Frontier 代表
三宅　俊輝
（株）栄貴工業　
代表取締役
内田　貴也
ドアーズカンパニー（有）
代表取締役
髙木　経隆

森田　浩之氏　　　　三宅　俊輝氏

六車　瑠愛
5分間会員スピーチ

決断と直観第19講

高松南倫理法人会倫理経営基礎講座が
1月17日18:30よりホテルパールガーデンで
開催され、役員14名が出席。講師は（一社）
倫理研究所上能喜久治法人スーパーバイザ
ーで第19講「決断と直観」を受講した。
何かに気がついた時、ピンときた時、即座に
実行する。少しの躊躇もためらいもなく、気軽
に、進んで、喜んでサッと処理する。この実践
を「即行」と呼ぶ。
（1）即行と成功：自分で意図したわけでも
ないのに、ある時、突然心に浮かんだり、脳裏
にひらめいたり、目にとまるのが「気づき」であ
る。それは自力で得るものではなく、どこかから
与えられるもので、その瞬間を逃さず捉えて、
すぐに的確に実行するのが「即行」である。純
粋倫理においては、怠惰な習慣を改め、我欲
を去り、純粋な心を発動させる第一の実践と
して即行を重視する。「気づくと同時に行う」
ことは、「今、ここ」に生命を燃焼させる生き方
でもある。

勇気、
元気、
やる気！

平素から
小さな決

断を

テキパキと下
すように

積み上げから繋がるモノ

心は見え
ないとこ

ろで

気づいたらすぐする

1/17
倫理
経営

基礎
講座

2/14
経営
者

の集
い

（1）即行と成功
（2）直観を磨く
（3）即行の実践のポイント
（4）決断力の強化

することが大切！

繋がっている

の積み上げ

　高松南倫理法人会経営者
の集いが2月14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　吉延嘉一郎法人レクチ
ャラー。
　氏は1962年岡山県備前市
生まれの55歳。松山商科大
学卒業後、出光興産（株）に
入社。1年後すぐに父親が経
営していた吉延石油（株）へ
移り2006年に代表取締役社
長に就任した。
　倫理は社長就任後にお世
話になっていた人の勧めで入
会。入会と同時に副会長、専
任幹事、県の幹事長、そして岡山市東倫理法人会の会長と、たて続けにお役を
拝命。しかし、振り返ってみて、お役をいただいたからこそ倫理と真剣に向き合え
ることが出来、そのおかげで幸せな現在がある。
　倫理法人会は良い習慣をつける素晴らしい場所であり、様々な気づきを新しい
発見に繋げ、自身の成長へと繋げる。ある出来事があると、これは何を気づけとい
うサインなのかと考える。
　「今だからこそ」という言葉を大切にしている。今だからこそ、何々をすると。気
づいたらすぐすることの大切さ、そして常に「昨日よりも今日が」、「今日よりも明日
が」と考える、そのワクワク感を大切にしたい。ふと「思ったこと」「感じる事」など、
見えないものを積み上げる習慣が大切。
　心は見えないところで繋がっている。心と心が繋がれば、笑顔になる。笑顔と笑
顔が出会えば、大きな力となる。笑顔を引き出すコミュニケーションが明朗な心と
好奇心を生み出せる。 内田　貴也氏　　　　　髙木　経隆氏
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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

本家建設（有）

3月15日
『最初の一歩、最後の一歩』
（一社）倫理研究所　
法人局 法人スーパーバイザー
（株）中西工藝　代表取締役

中西　通夫

3月22日
『香川の魁夷さんの美術館』
香川県立東山魁夷せとうち美術館　
館長

篠永　恭一

小西　卓朗

5分間会員スピーチ

3月8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』

Meguru Corporation（合）
代表社員
三好　東曜
（有）東條電機サービス
代表取締役
東條　勲
（株）エス
代表取締役
内海加奈子

三好　東曜氏　　　　東條　勲氏

内海加奈子氏

新入会員オリエンテーション平成30年度
第2回

■日時：2月23日18：00～
■会場：和幸

癒しサロン 
カーネリアン
岡田裕美子

WAKEBI
安岐　一男

（株）栄貴工業
代表取締役
内田　貴也

会長挨拶と新入会員紹介
内海　信一

会長

活動説明
稲澤　信幸
専任幹事

第二部進行
稲澤　信幸
専任幹事

歓迎あいさつと乾杯
尾崎　和憲

モーニングセミナー委員長

第一部進行
溝淵　太一
普及拡大委員長

閉会あいさつ

松熊　秀樹
普及拡大副委員長

第Ⅰ部 講話

第Ⅱ部懇親会

　2月23日和幸にて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2回目の開催。
　溝淵太一普及拡大委員長の進行で内海信一会長
の挨拶・新入会員紹介に続き、講話は森勝一相談役が
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6名、役員17名+講師1名の
合計24名。

◀森勝一相談役

JKM Staffing ＆ Media Co 
ＣＥＯ

山口　真理

本家建設（有）
役員

小西   卓朗

Frontier 
代表

三宅　俊輝

New New New

New New New

高松南の手作りの朝食はとても美味しいと有名ですが、朝食準備
などで会員相互の交流も活発になり、早く親しくなれるのでお時間
のある方は是非参加してみてください。（料金：300円）

朝食会



会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

代表

Frontier

　私は現在、NLPという最先端の
心理学の講座を開講、そして研修
講師もさせて頂いております。倫理
法人会に入会したキッカケは、倫
理の方が主催されている異業種交
流会でお誘い頂いたからです。次
の日に倫理に足を運ばせて頂き、
「夢かぎりなく」を斉唱させて頂い
た時に身体中がミルミル熱くなる
のを感じました。毎月1日に地元の
氏神様で祝詞をあげさせていただ
いておりますが、その感覚と一緒だ
ったのです。素晴らしい！と確信し
入会した次第です。
　車屋をしており開業を試みるも
ヒトとの出逢いより人材育成に興
味を持ちました。それから車屋とし
ての開業するはずだった資金を全
て使い、車両整備の工具・愛車・バ

イクなども全て売り、自己投資をし
続け、最後は渡米。NLP創始者の
トレーニングを受けNLPトレーナー
になりました。
　元々人見知りで人を信用してお
らず、人なんか大嫌いでしたが、学
んでいく中でコミュニケーションの大
切さや人の有難みを体感しました。

　多趣味
で、ウィン
タースポー
ツ・マリン
スポーツ
（ウェイク
ボード・サ
ーフィン）・
モーター
スポーツ

（ドリフト・レース）・旅行とアウトド
ア派でしたが、現在は座禅や登山・
料理と…（笑）女子力高めです。
　正直な所、今まで人の道に外れ
た事ばかりしておりました。しかし、
現在このように人前で話させて頂
くお仕事で、僕がキッカケとなり皆

様が一生の
お付き合いの
できる仲にな
っていきます。
人生が変わっ
た。生まれ変
わった。あり
がとう。と感
謝の気持ちを頂くのが本当に嬉し
く、やりがいと生きがいを同時に感
じています。今後の私は、とにかく
社会貢献していきます。倫理の皆
様にも、良くして頂いて本当に有難
いです。
　感謝です。今後ともよろしくお
願 い 致し
ます。
　有言実
行！やると
決 めたら
やる！とに
かく前 を
向いて進
み 続けま
す。

とにかくやる！

〒765-0004　善通寺市善通寺町2106番地12
TEL:0877-43-7221　FAX：0877-43-7220
携帯：080-67618-008
Mail:miyaketoshiki.com@gmail.com
HP: http://mtf517.com/73007/

三宅 俊輝

営業種目　 NLP/コーチング/カウンセリング

カーネリアン

　私の仕事は理容師、エステシャ
ン、着付師です。理容師になった
きっかけは結婚です。それまで理
容の仕事は無縁でした。長男を
出産してからすぐに理容学校が
始まり、仕事の手伝い、子育て、
家事をしながら免許を取得しま
した。

　15年前からエステの世界に入
り勉強を始め、現在は花嫁様を
中心にブライダルエステ、シェー
ビングなどをしています。着付け
の免許も取得し、成人式、卒業、
・入学式のお手伝いもさせていた
だいています。今、女性として一
番最高に輝いている方々の仕事
に携わっている事に幸せを感じて
います。
　現在の夢はもっと自分自身の

ことを知り、
方向性を持っ
て行動し、成
長できるよう
になることで
す。そのため
に6年前より
四柱推命、気
学を勉強して
います。
　今回溝渕
さんの紹介で
入会させてい
ただき、少し
づつですが勉
強して行きた
いと思ってい
ます。これから
もどうぞよろ
しくお願いい
たします。

私の仕事

〒761-8054　高松市東ハゼ町14-7
TEL：087-865-1079

▲フェイスマッサージ ▲エステルーム ▲孫たちと

代表取締役

三好　幸司

営業種目　 理容師、エステシャン、着付師

代表

岡田　裕美子

システムプログラマー

ＷＡＫＥＢＩ

　仕事は、フリーランスでWEB
系システム開発をしています。開
発言語「PHP」をメインとして、Ｗ
ＥＢ系、もしくは基幹系の開発を
しています。
　現在は、自宅にて開発作業を
行っていますが、大きなシステム
を複数チームで作業を行うときな

どはその会社へ行って作業する
こともあります。
　１０数年前に、県内では名前の
知れた会社へ勤めていましたが、
希望退職で退職。その時は社外
では、知ってる人もいなく、４０歳
前半だったので就職もなく、たま
たま入れた会社で、ふとしたタイミ
ングで内海会長と知り合うことが
でき、その一年後くらいから派遣
や請負の仕事をお世話していた
だき、現在に繋がっています。

　現在の
生活スタ
イルは、
週末のほ
とんどは
実家のあ
る豊島に
帰って、
冬の時期

はあんまりす
ることは無い
ですが、それ
以外の時期
は、お天気が
良ければ 趣
味の船釣り
を楽しんでい
ます。それ以外の日は、高松にて日
課として、早朝は日の出、夕方は日
の入り時刻に、散歩へ行き、朝陽
／夕陽の写真を撮りながらウォー
キングしています。
　というように、仕事ではＰＣを相手
とし、仕事以外では自由気ままに一人
好き勝手やっている私なので、これか
らは、気ままでなく自分を押し殺すで
もなく気持ち良く他人と仕事や遊び
ができるように、倫理を勉強し自分に
合ったものを習得していきたいと思い
ますのでよろしくお願い致します。

今からでも遅くない勉強を。

〒760-0048　
高松市福田町４－１　福田コーポ202
TEL:087-822-4754
Mail:kazoo_aki@2future.sakura.ne.jp

▲朝陽と観覧車のコラボ

安岐　一男

営業種目　 WEB系システム開発

▲ママカリ釣り釣果

（株）三好製作所

　株式会社三好製作所の三好
幸司と申します。職種としてはシ
ステムエンジニア。中小企業向け
の業務システムの開発を得意と
しています。
　インターネットを使ったWEBク
ラウドシステムに特化していて、

会社さんの困りごとにあわせてオ
リジナルのシステムを開発してい
ます。社員数は3名。経理を除い
てみんなシステムエンジニアとい
うシステム集団の会社です。
　東植田はまわりが山と田んぼ
に囲まれた静かなところで、シス
テム作りにはいい環境です。もと
もと作るのが好きなので、一日中
システムを作っていても苦にはな
りません。

　お客さんの困りごとを
きいて、それをどうしたら
改善できるかを考え、そ
れをシステムとして形に
する。私にとってシステ
ム作りはゲームをしてい
る感覚に近く、ある意味
仕事が趣味といってもい
いかもしれません。
　最近の気分転換は、

子供と遊ぶ
こと。昨日ま
でできなかっ
たことが今日
できている。
そんな子 供
の成長をみ
ることが、何
よりの楽しみ
です。
　全校生徒が30名程度にまで減
ってきている東植田小学校を何と
かしたい、地元をIT先進地区にし
て活性化させたいという想いから、
「東植田をシリコンバレーに」とい
う壮大なビジョンを掲げて日々取
り組んでいます。シェアオフィスを
つかってのIT企業誘致、子供向け
のプログラミング教室、AIを活用
しての高齢者支援。やりたいこと
は尽きません。誰か手伝って―！

東植田をシリコンバレーに

〒761-0446 高松市東植田町343番地1
TEL: 087-849-1897 FAX: 087-887-0968
Email: miyoshi@miyoshifactory.co.jp
https://www.miyoshifactory.co.jp/

▲静かでベストな環境でシステムを作っています。

営業種目　 WEBシステムの設計・開発

（NLP・コーチング・カウンセリングoffice）

癒しサロン


