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▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

▲経営者の集い（4月4日╱シカ国分寺本店） ▲田村神社境内清掃（4月19日╱田村神社）

▲普及目標達成決起集会・合同委員会（懇親会）
（5月17日╱韓国料理　双六）

▲倫理経営講演会（5月23日╱田村神社会館2F）

▲宮内利弘副会長の講話『人生一度！楽しく感動を持って生きる』
講話終了前のミニコンサート（5月31日╱モーニングセミナー）

▲経営者の集いとしては過去最多の33名の出席者があった。 ▲経営者の集い後の食事風景（6月6日╱シカ国分寺本店）▲（一社）倫理研究所　阿部須美子法人レクチャラー

『やっておいてよかった』6/6
経営
者

の集
い

普及目標達成決起集会・合同委員会
日時：平成30年5月17日(木) 第1部 19：00～19：40　第2部　懇親会19：50～21：00　場所：韓国料理　双六
普及目標達成決起集会・合同委員会を5月17日(木）韓国料理　双六で開催。今年度の普及目標達成に向けて役員間での士気を高め
ることと、各委員会の普及状況把握のため大勢の役員が集結。内海信一会長から、今年度186社の目標に対して現在178社で本日1件
の退会であと9社となった。「残り時間もそんなには残されていないがここにいる役員皆さんで協力し合えば達成できない数字ではないと
思います。ご協力をお願いします。」との激励の言葉があった。その後、溝淵太一普及拡大委員長から各委員会の入会見込者リストの現
状報告と森田浩之研修委員長からは倫理経営講演会の申し込み状況の報告があった。懇親会に移り、溝渕邦子女性委員長から先日
大成功だった「7人のなでしこ」のモーニングセミナーの結果と分析報告があった。その後は双六の絶品料理でいつものように大いに盛
り上がった。25名の参加。

　高松南倫理法人会経営者の集
いが6月6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　阿部須美子法人レク
チャラー。
　ごく普通にご主人の阿部家に嫁
いだはずが、3代目社長に就任しな
ければならなくなったお話。
　阿部商事はご主人の父親が創業
し、消防用品の販売と新築美装を
業務としていた。ご主人は家業を手
伝わず、役所務めをしていたため、
その後の2代目社長には姉の婿が
就任。その頃はビルメンテナンスに
力を注ぐようになる。県庁舎、JA厚
生連運営病院、阿波銀行等と大手
のメンテナンス業務を手がけるよう
になった。そして、昭和58年に2代目
社長から会社を手伝って欲しいと言
われ、入社。その頃から建築物一般
管理業登録、ISO9001認定など様
々な資格が求められるようになり、

次々と精力的に取得して行った。そして平成18年に2代目社長に推さ
れ3代目社長に就任。ところが2代目社長の右腕だった役員の大きな
裏切りにも会い、不安で眠られない夜が続いた。丁度そんな時、倫理
との出会いがあり、「万人幸福の栞」十七カ条に感動！特に第三条の
運命自招「運命は自らまねき、境遇は自ら造る。」は特に感動。その後、
倫理経営を目標とし、全てを受け入れる心そして十七カ条を心の拠
り所として実践に励んだ。トイレ掃除だけは、最後まで苦手だったが、
それも何とか克服し、今では楽しみに。現在4代目社長（ご子息）に
バトンタッチできるよう益々倫理に磨きをかけている。

突然の役員交代で不安を抱いているとき倫理のお誘いが・・・・
気付きと実践を積み重ねることで、自分が変わり社風や業績も良くなりました。

運命
は自
らま
ねき
、

境遇
は自
ら造
る　
実感！

！

目に見えない力

すべてを受け入れよう

苦難
福門
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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

3月29日
『元記者が実践する
　　「伝わる文章」の書き方』

ことば経営　代表
中小企業診断士

中村　かおり

▲田村神社境内清掃（4月19日╱田村神社）

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7人のなでしこ 5月24日
『倫理と共に34年
ー全てを受け入れる心ー』
（一社）倫理研究所　法人レクチャラー
福岡県倫理法人会　久留米地区　
地区長
（有）あねがわOAシステム　
代表取締役

姉川　敏信

『常在戦場』
（一社）倫理研究所　
参事・法人アドバイザー
（医）沢矯正歯科医院　院長

澤　秀一郎

5月31日
『人生一度！楽しく
　　　感動を持って生きる』

高松南倫理法人会　副会長
（株）宮内電機　代表取締役

宮内　利弘

6月7日
『物の整理は心の整理』

（一社）倫理研究所　法人レクチャラー
徳島県麻植倫理法人会　会長
阿部商事（株）　代表取締役

阿部　須美子

6月14日
『新しいあたりまえ～電話機
メーカーの先駆者たる所似～』

ナカヨ電子サービス（株）
四国営業所　所長

渋谷　浩司

6月21日
『社内相思相愛のヒ・ケ・ツ
「企業に規律を！職場に愛を！』

名古屋市熱田港倫理法人会　幹事
（株）ハーモニークリエイション　代表取締役

白石　恵美子

4月5日
『天よ私に何を伝えたいので
すか？（～倫理より得たもの～）』

（一社）倫理研究所　法人レクチャラー
広島県倫理法人会　副会長
（有）カスターニャ　代表取締役社長

竹村　茂

4月12日
後継者倫理塾企画　卒塾生による

高松南倫理法人会　青年委員長
香川県倫理塾　第3期生
新日本ツーリスト（株）・琴平バス（株）

代表取締役　楠木泰二朗

4月19日
『事業継承と個人保証』

事業継承Lab.所長
（株）ヒカリ　相談役
香川県倫理法人会　初代会長

津島　晃一

4月26日
『瀬戸内海の環境問題に
　　　　関する歴史と現在』

香川大学　農学部　教授
香川大学　瀬戸内圏研究センター（兼担）

一見　和彦

5月17日
『生活習慣と歯周病』

（医）ひまわり会　大西歯科医院　院長
医学博士

大西　吉之

『知覧宿泊研修　体験報告』

高松南倫理法人会　副事務長
香川県倫理塾　第1期生
（有）ファースト・コンサルティング　取締役

渡邊　恵子

『伊勢修養団研修　体験報告』

岡田　裕美子
癒しサロンカーネリアン
5分間会員スピーチ

松原　昭二

医療法人社団　健愛会
あきやまクリニック

5分間会員スピーチ

▲（一社）倫理研究所　竹村　茂法人レクチャラー

「前ヘ前へ　気づいたら前へ」

年に4回、地域貢献活動を実施

4/4
経営
者

の集
い

　高松南倫理法人会経営者
の集いが4月4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　
竹村茂法人レクチャラー。
　大学卒業後、旅行会社に
就職し、サラリーマン生活を
送っていたが仕事で各界の
社長と出会う機会が多く、自
分も社長になりたいと強く意
識するようになった。
　40歳を機に父親の経営し
ていた（有）西条ゴルフガーデ
ンを引き継ぎ念願の代表に。
丁度バブル絶頂期で現金が
どんどんと入ってくることをい
いことに大借金をしてクラブ
ハウスを建て変えた。しかし
しばらくしてバブルが弾け、徐
々に景気が悪くなり、ついに
子供の学資保険まで解約し
なければならないほど苦しくな
った。
　その頃妻は家庭倫理の存
在を知っていて、妻の勧めで
倫理法人会へ入会。早速、どうすれば儲けられるか指導を受けた。すると自分の
思っていたのと全然違う答えが返って来た「奥様を喜ばせなさい」と。訳も分から
ず実践していると家庭が明るくなり、会話が増えた。そんなある日、クラブハウスで
女性客が「ケーキがあったらいいのにね～」と話しているのを耳にし、何とかならな
いだろうかと妻に相談すると、私作ってみようかと言ってくれた。妻は昔ママ友と
ケーキを作った経験があり、妻が作るなら費用は要らないし、ということでさっそく
試作にかかった。完成したケーキをお店で出すと口コミでおいしいと評判になり、
雑誌に掲載され、それが三越の担当の目に入り、出店要請を受け、あれよあれよと
いう間に全国の三越に出店、そしてさらにJALの国際便にも採用され、大きく売上
を伸ばすことができた。今ではケーキ製造部門、ドレッシング製造部門を設け安
定した売上を挙げることができている。

高松南倫理法人会は年に4回、地域貢献活動として田村神社境内の清掃を行っ
ています。朝食終了後約30分程度ですのでお時間の取れる方は是非参加してく
ださい。

県女性委員会の企画で高松南の女性7人がそれぞれのテーマに沿って講
話。これまで歩んで来たなかで辛かったこと、嬉しかったこと、そして大切にし
ていることなど、自身の体験を報告。思わず極まり涙のシーンもあり、とても
貴重な講話となりました。参加者はセミナー会場が超満杯の101名となり、
今期最高の出席人数となりました。当該単会社数は79社、86名。

テーマ「気は長く心は丸く」
にしやま労務管理事務所
西山　路恵

テーマ「不器用に生きる」
株式会社エス
内海　加奈子

テーマ「夫婦愛和」
ガトーよしだKCファクトリー
平井　圭子

テーマ「輝く女性たちとともに」
有限会社キャット
新居　美帆

テーマ「日常に花と音楽を」
フローラル秋桜
福井　はつ恵

テーマ「ひとつながりの自分経営、
家庭経営、会社経営」
株式会社クロダ
廣重　由美子

テーマ「お役を頂くありがたさ」
株式会社カラークリエーション
溝渕　邦子

第680回　香川県高松南倫理法人会　経営者モーニングセミナー

香川県倫理法人会　女性委員会主催    平成30年 5月10日（木）
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（一社）倫理研究所　法人局
参事  法人アドバイザー
医療法人社団沢矯正歯科医院  院長

　5月23日（水）田村神社会館で年一度の高松南倫理法人会主催、倫理経営講演会を開催。森田浩之実行委員長のもと、役員全員で開演
準備にあたった。姉川敏信法人レクチャラーによる事業体験報告は34年間の倫理で出会った、諸先輩からの人生を変えた数々の言葉を
中心に講話。「支払いは喜んでさっと払いなさい。」つまり、支払いの悪い人には支払いの悪い人が自然と集まってくる。即ち「類は類を呼
ぶ」と言うこと。だから、支払いのいい人には支払いのいい人が集まる。それを苦しくとも実践していくと正しくそのようになったとのこと。
そして自ずと儲かるようになったそうです。
　澤秀一郎法人アドバイザーは若い時分、洪水で自分を含め家族が生死の境を経験し、助かりはしたけれど、一瞬で十二指腸潰瘍を発症。
その後も良くならず、ある時とてもひどくなり救急車で病院へ担ぎ込まれ、緊急で5時間の手術を受けた。そこでの入院生活を通じて妻のあ
りがたさに気づき心から感謝し、朝まで涙が止まらなかったとのこと。倫理のおかげで素直な自分を取り戻すことが出来、これまでの自分
のわがままを知り、気づきを得ることができ、それからはますます倫理が好きになり、実践を続けている。出席者数は110社123名、懇親会
は67社69名。

姉 川  敏 信氏

高松南倫理法人会

主催/（一社）倫理研究所　香川県高松南倫理法人会

倫理経営講演会 ●5月23日（水）
●田村神社会館

事業体験
報告

『 「倫理と共に３４年」
  　―支払日人生で一番楽しい日―』

18：05～18：55

講　演

19：00～20：00

開会挨拶：内海信一会長

講演会進行：
稲澤信幸専任幹事

懇親会挨拶：
後継者倫理塾塾長

進行：
萩池義信研修副委員長

閉会挨拶：
細川修吾相談役

乾杯：
十河正信相談役

「大転換の時代
　　　　―つねに活路あり―」

澤  秀 一 郎氏

20：10～21：25

懇親会

（一社）倫理研究所　法人局  法人レクチャラー
福岡県倫理法人会 久留米地区  地区長
有限会社あねがわＯＡシステム  代表取締役

◆プロフィール◆
昭和２８年３月生まれ　６５歳
昭和５０年３月　久留米大学商学部 卒業
昭和５０年４月　三田工業株式会社 入社
昭和５５年６月　　　　同社　　　 退社
　　　同　　　　事務機のあねがわ 創業
平成３年１月　　（有）あねがわＯＡシステム 設立
平成１０年３月　賃貸マンション建設
平成１４年 4月　（株）京セラより優良正規販売
　　　　　　　　代理店の認定を受ける
平成２４年 6月　後継者として長男夫婦 入社

【倫理法人会  役職歴】
昭和５９年４月　倫理入会　一般
昭和６０年３月　倫理入会　法人会
福岡県倫理法人会　副幹事長・事務長・
　　　　　　　　　モーニングセミナー委員長・
　　　　　　　　　朝礼委員長・普及拡大副委員長・
　　　　　　　　　地区長（現職）・副地区長
久留米市倫理法人会　会長・副会長・専任幹事・事務長
久留米市南倫理法人会　会長・専任幹事・相談役
平成２０年９月　法人レクチャラー
平成２７年９月　倫理経営インストラクター

〈会社概要〉
昭和５４年６月設立
　　　所在地：新潟県長岡市
昭和５３年　　　歯学博士
昭和５４年 6月　（医）沢矯正歯科医院を開業
◇新潟大学非常勤講師、長岡歯科医師会会長
※専門は歯並びの矯正歯科治療と顎関節症治療

◆プロフィール◆
昭和２０年５月生まれ　73歳
【倫理法人会  役職歴】
昭和５９年７月　長岡市倫理法人会 入会
平成１０年９月　 長岡市倫理法人会 会長
平成１２年９月　法人レクチャラー
平成１３年１月　指導員
平成１４年１月　倫理経営インストラクター
平成１４年９月　法人スーパーバイザー
平成１９年９月　新潟県倫理法人会 会長
平成２１年９月　新潟県倫理法人会 相談役
平成２２年１月　倫理経営上級インストラクター

あね　　　　がわ 　　　　 とし　　　のぶ さわ 　　　 しゅう　　　いち　　　ろう
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会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

メットライフ生命保険（株）

特技は…

〒760-0017 高松市番町1-6-8 高松興銀ビル8F
TEL:087-822-6511 FAX:087-822-6538

▲女子野球部です ▲優勝決定戦

理事長

中橋惠美子

営業種目　 生命保険コンサルタント

西村幸子

生駒学税理士事務所

 生駒学税理士事務所の川添信
輔と申します。当事務所は顧問
先の会計業務を中心におこなっ
ておりますが、その他にも生駒会

計グループとして、相続、事業再
生、セミナーの開催等、様々な業
務をおこなっております。お客様
のお困りごとにお答えしたいとい
う所長の方針から、業務内容が
拡大しておりますが、そんな中、
4月よりマリッジプロジェクト（婚
活支援）が始まりました。内容は
婚活支援のプロを招いての講演
会や、個別相談等をおこなうとい
うものです。

 そのよう
な流れが
ある中、5
月 3 日に
遠距離の
彼女が愛
犬と共に
自分の実
家に引っ
越しして

きて、5月6日
に入籍しまし
た。翌日、事
務所で報告
しましたが、
彼女がいるこ
とすら言って
いなかったの
で、「こいつは何を言っているのだ
…」という雰囲気になりました（笑）
一応、気持ち的に後押しされたよう
なものなので、マリッジプロジェクト
成功第一号という事になっているの
かなぁと思っている今日この頃です。
 所長の話では、婚活はプロが全
精力を傾けて、アフターフォローも
されて、成婚まで行くのが1年で10
組・・・。生半可な気持ちではいかん
で！という事ですので、ご興味のあ
る方は是非、マリッジプロジェクトに
ご参加ください。

〒760-0050
高松市亀井町4-2 岡内第2ビル2F
フリーダイヤル：0120-946-216
TEL：087-862-0322
FAX：087-862-0713
info@ikomamanabu.com

▲両親と顔合わせ

川添信輔

営業種目　 会計監査

▲愛犬のタロキチ

　私は保険のコンサルタントをさ
せていただいております。私たちは
お役立ちの精神で、一人でも多く
のお客様に安心して保険にご加
入していただきたい。そういう想い
で仕事をしております。過去に真
面目な顔をしていただけなんです
が、お客様から『怒っている。』と
いうクレームをいただ事から、常に

笑顔を心掛けるようにしています。
　前職は四国の特急列車の中
で車内販売をしていました。この
話をすると皆さん『四国に車内販
売あったの？』と、びっくりされます
が、今でも短い区間、限られた時
間ですが営業しております。ご乗
車の際には是非ご利用下さい。
　倫理とはその販売員時代に家
庭の倫理の冊子をいただくことで
出会いました。出会ってから早５

年。気が付け
ば入会し今
に至ります。
　趣味は読
書で北方謙
三さんが 大
好きです。水
滸伝シリーズでは漢泣きさせてい
ただくほど、登場人物に感情移入
してしまいました。今は娘が女子野
球チームに所属している関係で、
土日は野球漬けの生活をしていま
す。遠征も多く大変ですが、野球を
通して貴重な経験をさせていただ
いております。
　特技は迷子で、過去には三越か
らリーガホテルに着かず30分彷徨
った経験もあります。そんな私です
が、皆さんからたくさんの事を学ん
でいきたいと思いますので、ご指導
ご鞭撻の程よろしくお願いします。

　私は大学3・4年生の2年間、ア
メリカのアーカンソー州にあるオ
ザークス大学に留学し、聖歌隊メ
ンバーとして活動していました。
聖歌隊ではその日いちばん活躍

した人をベストパフォーマンスで
あるとして表彰しており、その表彰
を私も受けたことがあります。表
彰の際に、先生からメッセージ付
きのバッジが贈られるのですが、

私が受け取ったバッジには
「Life is a constant audi-
tion」と書かれていました。
　帰国してすぐ大学を卒
業した私は英語講師として
働き始めました。英語が好
きな私にはこの仕事が天職
だと感じましたが、結婚後
の家庭事情や健康上の理
由から仕事を中断せざるを
得ない事が何度もありまし

た。その度に
いつも、バッ
ジの言葉を思
い出しました。
「Life is a constant audition」
人生はオーディションの連続です。
オーディションというものは、自ら勝
ち取るものであって、相手に選ばれ
るものではないと思います。絶え間
ない努力と挑戦、失敗を糧にし、次
の挑戦に向かうことで道は開けま
す。そしてその先では、様々な形の
成功に辿り着けるでしょう。時に人
に支えられ、時に人を支えながら、
私は次のオーディションへと進んで
いきたいです。

NPO法人わははネット
〒760-0042　高松市大工町1-4
TEL: 087-822-5589　FAX:087-816-5582
Email: emiko@npo-wahaha.net
http://npo-wahaha.net

▲マイファミリー ▲えへへ

事業内容　 

　県外ではじめての出産・子育
てを経験したことをきっかけに、

Life Is a Constant Audition

〒760-0063 高松市多賀町3-17-2
tel.087-863-2717 fax.087-863-2717
Email:k8r5a9sll@gmail.com

▲U of O の卒業写真より

営業種目　 英語学習コーチ
（小・中・高・大学生・大人の方の英会話及び受験対策講座）
企業英語研修講師
（TOEIC, ビジネスライティング・スピーキング）
通訳・翻訳

安井里香

生まれて良かった！とすべての子ども達が
心から思える社会を作るために

・子育て情報誌おやこDEわははの発行（隔月25000部）
・子育てひろばの運営（4か所）
・イベント・セミナー・講演会等企画運営
・働き方改革等コンサル事業 

地元に戻ってきた約2 0年前に
「子育てサークル輪母net」をマ

マ仲間と設立。
平 成 1 4 年 に
NPO法人化しま
した。
　ちょうど超少
子高齢化社会へ
の問題が表面化
し始めたときと重
なり、子育て真っ
最中の当事者マ
マたちの活動が
話題性があり、
始めた事業（子

どもの居場所
づくりや情報
誌作り等）がマ
マたちの圧倒
的支持を得た
のはもとより行政からも注目をさ
れるようになりました。現在約30
名の女性スタッフが4拠点で様々
な事業を行っています。
　さてプライベートではすでに成
人した子ども含め3人の子育てを
ほぼ終え、大好きで尊敬している
夫と暮らしています。香川を愛妻
家の聖地にしたいと日本愛妻家
協会と連携して夫を愛妻家に育
成中！趣味は日本酒と坐禅と夫の
追っかけ（笑）

R.K.English Coaching

（人生は絶え間ないオーディションである）
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