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香川県高松南倫理法人会

会長　稲澤　信幸

▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

　この度、平成31年度　香川県高松南倫理法人会の会長を拝命いたしまし
た、株式会社稲澤組　稲澤信幸と申します。
　当単会の伝統である「あたたかいおもてなし」やセミナー後の「手作り朝食」
で参加された皆様に元気な一日になっていただき、また次回も一緒に学びた
くなるような魅力あるモーニングセミナーを開催し、ふんわりとやわらかで、何
のこだわりも不足もなく、澄みきった張りきった心を持ち続け「楽しい」「学び
が役に立つ」「明るく集うと為になる」「よりよい仲間ができる」を実感し、「あ
の人を誘ってみよう」と誇れるような会を会員方一緒に場つくりをしたいと
思っています。
　何卒ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

　毎年恒例の高松南倫理法人会家族交流会、今年は岡山県に
ある一龍で美味しい焼肉を食べて、湯郷温泉でのんびりと温泉
に浸かるだけのゆったりとした日帰り旅行。総勢30名でＪＲ高松
駅９時出発、一路一龍へ向かった。
　晴れ渡った空と途中、満開の赤色の夾竹桃（キョウチクトウ）
がとても印象的。渋滞もほとんど無く、順調にバスは走り12：00
頃一龍に到着。一龍は普通の住宅で、外装はそのままで内装を
少し改装しただけの、お店らしくない構えのお店。冷たいビールと
期待通りの美味しい焼肉をいただき、皆さん大満足の様子。外を
見るといつの間にか雨が降っていてバスガイドさんによると同時

刻頃、香川県にも局地的に1時間に90㎜の豪雨が降っていたと
のこと。焼肉を食べ終わる頃には雨もやみ、湯郷温泉へ向けて出
発。途中、道の駅に立ち寄り、地元のぶどうなどを購入し温泉へ。
　湯郷温泉は以前もバンズの会で来訪したこともあり、勝手
知ったるもので、それぞれのスタイルで2時間程度過ごした。温泉
でさっぱりとしたものの、外へ出ると湿度が高くうんざりする暑
さ。急いで涼しいバスに乗り込み高松目指してバスは帰路につい
た。途中、特大の入道雲が青い空にくっきりと浮かび上がって典
型的な夏空を見せていた。瀬戸大橋にかかる時、オレンジ色の見
事な夕日が見られ、その直後空の雲がピンク色に焼け感動的な
夕焼け大パノラマを見ることができた。

【日　時】　平成30年8月12日（日）
【行き先】　一龍(食事)と湯郷温泉
【参　加】　30名

一龍（食事）と湯郷温泉日帰り旅行（岡山県）

▲9月6日(木)モーニングセミナー後に新年度最初の集合写真をパチリ！
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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28日
～人材を人財へ～
「ＥＳ経営のススメ」
高松南倫理法人会 女性委員
にしやま労務管理事務所 社会保険労務士

西山　路恵

★7月5日
「LGBT, 雇用とマーケット」
サルーン・ベアトップ　代表

木村　アンリ

★7月12日
拡げよう！妊活応援の輪
～妊活しているご夫婦に
どう寄り添っていくか？～
妊活応援グループ
ハローベイビー　主宰

吉川　和代

★7月19日
「家を継ぐ」
(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー
(株)フィディア 代表取締役社長

福井　龍介

★7月26日
初めて語るしくじり人生～
人材教育プロフェッショナル軍団
ミズ・オフィスが出来上がるまで～
ミズ・オフィス　代表

土居　珠見

WAKEBI

安岐　一男

5分間会員スピーチ

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2日
「苦門は伴走者と共に福門へ」
香川県倫理法人会　副幹事長
三電計装(株)　営業部課長

喜田　浩一

★8月9日
九つ転び十起き
「あの日つまずいた石は宝石だった」
高松南倫理法人会　幹事
(株)ロハスネット　代表取締役社長

鵜川　秀樹

★8月16日
「薬の飲み方あれこれ」
高松南倫理法人会　会員
(有)エムシーアシスト　代表取締役

森　久美子

★8月23日
～知られざる香川の礎～
西嶋八兵衛のはなし
坂出市倫理法人会　幹事
青葉工業(株)　営業部課長

丸山　正

  ★8月30日
「2年間を振り返って」

高松南自慢の美味しい料理！

高松南倫理法人会　会長
(株)ビットコミュニケーションズ
取締役営業本部長
内海　信一

★9月6日
平成31年度
「高松南倫理法人会の歩み出し」
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13日
「365日着物生活を通じて、
なぜ着物なのか？」
(有)美信商事 専務取締役　
わだもん事業部　代表

寒川　かおり

★9月20日
「親孝行と倫理経営」
(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー
ニワダニネットワークシステム(株)
代表取締役

木村　雅

モーニングセミナー
H30年度年間皆勤賞
H30年度の「モーニングセミナー」皆勤は下記の皆さんです。

おめでとうございます!

高松南の会員同士でメニューを考えて作っています。これだけでも来る価値あり！

内海信一様・稲澤信幸様・渡邊恵子様・太田光夫様・松熊秀
樹様・猪子進様・岡田宏様・鵜川秀樹様・穴吹和紀様・岩部
昭浩様・北谷勇雄様・尾崎和憲様・武田樹市朗様・平井圭子
様・礒村諭治様・宮谷卓也様・皆川光彦様・細川修吾様・六車
瑠愛様・松村節子様

朝食

　第696回のモーニングセミナーは、「2年間
を振り返って」のテーマで講話していただき
ました。幼稚園の頃は父の仕事の関係
で全国各地を回っていた。そこ
で笑顔でいることや、友達の
作り方を学んだ。
　高松に帰ってきて、サラ
リーマン時代に川西様との
出会いで奥さんと出会っ
た。その後学習塾、代行
運転業などをやり、細井
さんとの出会いから中
小企業家同友会との出
会い、パソコン教室を
始め、ビットコミニュ
ケーションを設立。

　平成17年4月、アート印刷の十河さんの紹介で倫理法人会
に入会。平成25年は家族との別れを経験。家族の大切さを実
感。十河相談役から「親が1人亡くなって半人前、親が2人亡く
なって一人前、これでお前も一人前や！」と教えを受ける。家
庭愛和、朝起き、先祖に感謝、倫理指導受講、富士研受講
など、倫理での学びの実践をする。
　会長職を経験して、人間関係の大切さ、立場の違いを
意識した。「明るく、楽しく、ためにな
る」モーニングセミナーを目指した。ま
た、朝食時の感想タイム、定期的な
電話・訪問作戦、SNSを利用したお

もてなし作戦、男子ご飯チームを結
成した。31年度は副会長とし
て、稲澤会長をサポートし
ていきたいと語った。

(株)イデアルライフ

古井　和貴

5分間会員スピーチ
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平成30年
度

第3回 新入会員オリエンテーション

　６月２４日（日）に居酒屋「武道館」にて平成30年度、第3回高
松南倫理法人会新入会員オリエンテーションを開催しました。溝
淵太一普及拡大委員長の進行で、内海信一会長挨拶に続き、細
川修吾相談役に講話をしていただきました。 その後、稲澤信幸専
任幹事から活動説明がありました。
　引き続き同会場で、松熊秀樹 普及拡大副委員長の進行で2部
の懇親会を開催。溝淵太一普及拡大委員長の乾杯で始まりまし
た。新入会員のスピーチや、美味しい料理とお酒で大いに盛り上
がりました。参加者は、新入会員9名、紹介者2名、役職者22名、
講師、合計34名。

　平成31年度の新旧役員交流会が、チェルシーで開催されまし
た。31年度溝渕専任幹事の開会から、内海会長挨拶があり、平
成31年度活動計画が稲澤会長より説明がありました。
　その後、各委員会ごとに分科会で、31年度の活動計画とスケ
ジュールの作成を行いました。最後に各委員会ごとに中身の濃い
発表をしていただきました。
　第2部は会場を移動して、森勝一相談役の乾杯に始まり、新旧
役員の親睦を図る交流会を開催、大いに盛り上がりました。中締
めは渡邊恵子事務長の掛け声で、「あげしおじゃ～」でラストを
飾りました。

【日時】　6月24日（日）17：00～20：00
【会場】　武道館
【参加】　34名

新旧役員交流会
【日時】　8月24日（金） 18：00～21：00
【会場】　ザ・チェルシー
【参加】　第1部44名 第2部45名

第２部 懇親会

第１部 オリエンテーション

平成
31年度

第 1部

モーニングセミナー委員会

広報委員会 女性委員会 青年委員会

研修委員会 朝礼委員会

普及拡大委員会

◀地良田 大介 委員長▲内海 信一 会長 挨拶

◀荻生 幸裕 委員長

◀樋口 満 委員長

▶
乾
杯 

　
森 

勝
一 

相
談
役

◀溝渕 邦子 委員長 ◀小西 卓朗 委員長

◀森田 浩之 委員長 ◀溝渕 太一 委員長

▲稲澤 信幸 平成31年度会長 活動説明

あげしおじゃ～～

乾杯～
第 2部



ことば経営

目指すのは“よき代弁者”

〒760-0008　
高松市中野町28-25-802
TEL：080-3481-6737
E-mail：nakamurakaori1003@gmail.com

▲好きなうどん屋は「松下製麺所」
　夫（旧香川町出身）と結婚するまで香川は未踏の地でした

▲世界農業遺産に認定された徳島の急傾斜地農法を取材 ▲ぶち猫たま吉とクロネコクーニャン
  「顔写真ツーショットはチビねこゴン太。」

▲福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト夏保養（2013年夏）「右から二人目が私」

会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

中村 かおり

岸本 広宣
代表取締役

代表

佐伯 咲
代表

営業種目：経営コンサルタント視点からのビジネスライティング
             （各種PR文章、経営理念・クレド、パンフレット等）およびパブリシティ支援
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　「自分の時間（人生）の使い道は自分で決め
たい」という思いから夫と2人でNHKの記者職
を辞し、3年半前に香川へと移住してきました。
　目指すのは「伝えたい」を実現する“よき代
弁者”であること。
　「伝える」ことの重要性を初めて実感したの
は大学1年生のときです。当時出産のため里帰
り中だった9歳年上の姉は、生まれたばかりの
赤ん坊が泣くのも構わず寝てばかり。待望のわ
が子のはずが特に可愛がる様子もありません。
そんな姉の姿を見て、母も妹である私も「ただ
怠けているだけ」としか思わず、冷たい態度を
とってしまっていました。
　姉の苦しみが分かったのはその半年後。当
時はまだ珍しかった「産後うつ」についての新
聞記事を読んだときでした。そこに出産直後の
姉の状態がそのまま書かれていたのです。自身

の苦悩を上手く表現することができなかった姉の、
心の叫びを聞いたような気がしました。“怠けてい
た姉”のイメージが、“闘っていた姉”に変わった瞬
間です。
　「伝わる」からこそ「存在している」ことになる。
企業の商品やサービス、そして経営者の思いも同
様です。日本の企業の素晴らしさを「存在してい
る」こととして広く知らしめるための支援に尽力し
てまいります。

明薬草店&サロン

《薬草研究からの副産物》

〒761-8074
高松市太田上町782-4
TEL：087-814-3178  HP:090-9459-0548
E-mail：info@akari-salon.com

営業種目：薬草、お茶販売/マッサージ、気功整体

　明薬草店&サロンの佐伯咲です 薬草に興
味を持ちいろいろ勉強しているうちに東洋医
学的考え方が身に付き 健康、病気、薬、病院、
生死などに対する考えが私なりに固まってき
て“いつ死んでもい い”状態に仕上がってきて
います(笑)で、とうとう「体質別養生講座」なる
怪しげな講 座を本格的に設けてみようと思っ
ているところです。どんなものかというと...
　病気の原因は“その人の生まれ持った体質
に起因する”という説をご存知ですか? そう言
われてみるとヘビースモーカーでも肺を壊す人
もいれば死の直前まで喫煙している 人もいま
す。また太っているからといって全員が心臓を
悪くする訳でなく、糖尿病になっ てしまう人も
いれば高血圧すら無縁の人もいます。 その違
いこそが“生まれ持った体質の違い”なので
す。※体質の中には性格も入ります。

株式会社ディレクターズ

四国を元気にするお手伝いを

〒760-0062 
高松市塩上町2丁目1-10
TEL087-880-7568 FAX087-880-7569
Email: kishimoto@directorsk.com

営業種目：広告・編集・web等の制作、ブランディングなどのビジネス
                プロモーションと各種ディレクション業務

　私は30年間、松山本社の（株）エス・ピー・
シーという会社で出版の流通から、宣伝、媒
体営業、広告制作を行い、企業広報誌やPR
誌の編集、自社・他社出版社の出版企画や編
集ディレクション、またWEBサイトやCM制作
など、行政や企業のプロモーション業務を
行ってきました。
　2003年からは、高松オフィス支店長として、
主に四国観光を促進するクライアントの業務
を担当。ここでのミッションは、四国の魅力を
如何に全国へ発信するか、四国の魅力とは何
かを探り、眠っている魅力を発掘して発信す
ることで、時には、クライアント自身も気付い
ていない魅力を顕在化して発信するブラン
ディング業務も行いました。
　その中で培われた想いは、「四国を元気に
したい」という一点でした。そんな折、会社か

       

ら東京転勤の話が出ました。東京をフィールドに四
国を元気にしていく役割も選択肢の一つでした
が、私は、この先の人生、四国に根を張って、お世
話になった方々へのご恩返しを中心に取り組みた
いと考え、昨年10月に起業しました。
　一言で「四国を元気にする」といっても私にでき
ることはほんの些細なことだと思います。それでも
お役に立つことができれば、何かを変えるきっかけ
になるかもしれません。

　依頼して頂いたクラ
イアントに寄り添い、
最適な戦略や企画を
オーダーメイドで作り
上げていく。そんな仕
事をするために、日々
研鑽を重ねています
が、倫理を勉強して、い
ろいろな方 と々交流す
ることも、貴重な経験
だと思っていますので、
今後ともどうぞよろしく
お願い致します。

　そうなんです自分を
知るって大事なんです
よ。あなたの強みは弱
みなんです。実のとこ
ろ 私も自身の事をよ
うやく解ってきました
何と 50 年以上も自分
の事を知らなかったの
です。 結構そんなもん
です。趣味は仕事と気
功、倫理法人会に入っ
て益々精進。日進月歩
の日々です!!

柏 秀樹
従業員

株式会社 和屋

目指すは地域・市民から始める
自然エネルギー！

〒761-1705
高松市香川町川東下313-1
TEL：087-879-6336(代)

営業種目：飲食業従業員

　もと高校社会科教員です。定年退職後、
時々中学校の講師を経て、現在は細井香さん
のところで働きながらソーラーシェアリングの
自然エネルギー事業を立ち上げようと動いてい
ます。なぜ自分が自然エネ事業なのか？は、こ
こには書ききれないので直接私に聞いてくだ
さい。３０分くらいプレゼンさせてくれるとあり
がたいです。
　南倫理法人会も細井さんの紹介で入りまし
た。モーニングセミナーに初めて参加した時、
知っている人が大勢いるのにビックリ。多彩な
講師のお話を、毎回面白く聴かせていただいて
います。失敗や挫折から学んで新たなニーズを
発見し、自分の事業にしている方が多いのは
興味深いです。
　環境教育に長年取り組み、自然エネルギー
の勉強を続けてきました。この３月には飯田自
然エネルギー大学を２年間全２０回４０日参加

し修了しました。自然エネルギ－100%社会学習会を月に１回開いて、地
球環境問題、自然エネルギーの現状などの話をしています。興味ある方
は「四国EPO 自然エネ100%社会学習会」で検索してください。「どう創

る2050年の自分・地域・地
球」という、参加者が未来
をシミュレーション体験す
るワークショップも（今秋、
京都の某大学で授業予
定）。１４０歳まで生きて、
若い世代が地球上で持続
可能な世界を創ることにコ
ミットしていきます。


