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▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

　高松南倫理法人会、平成30年度の忘年会をザ・
チェルシーで開催。司会は溝渕邦子女性委員長、ま
ずは稲澤信幸会長の挨拶に続き、溝渕弘起専任幹
事よる乾杯で始まった。その後楽しい食事タイム。後
半は参加者全員でのゲーム大会が始まった。じゃん
けん大会のあと、ダーツゲームで盛り上がった。最後
は、松熊秀樹幹事の中締めで終宴となった。楽しく飲
んで、食べて会員同士の交流を深める事ができた。

【日時】　平成30年12月6日（木） 19:00～21：00
【場所】　ザ・チェルシー
【参加】　60名

忘年会!

乾杯！

1本締め！ダーツ

優勝！

マツケン
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▲田村神社の清掃（10月18日）

▲バンズの会（10月21日） ▲新入会員オリエンテーション（11月18日） ▲忘年会（12月6日）
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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

★10月4日
「信成万事
～信じて実践すれば、現実となる～」
香川県倫理法人会　事務長
合同会社R7 代表

山本誠一郎

★10月11日
「生き方」
高松市倫理法人会　会員
RIZAP(株)　店舗責任者

鎌田　政興

★10月18日
「111年の時を超えて
～日露戦争時の写真に見る
日露友好の記憶～」
徳島中央倫理法人会　会員
(株)立木写真舘　常務取締役

立木　さとみ

★11月8日
「本当の責任の取り方」
（一社）倫理研究所　法人レクチャラー
  愛媛県伊予市倫理法人会　副会長
  砥部病院　院長

 中城　敏氏

★10月25日
「事業体験報告
人生は苦難の連続、
すべて受け入れること！」
高松南倫理法人会　幹事
(株)ボックス　代表取締役

萩池　義信

合同会社AXIA

木村　祐貴

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

★11月1日
「命の旅先に会った大切なコト」
高松南倫理法人会　会員
Frontier　代表

三宅　俊輝

★11月29日
「人様のために」
徳島県眉山倫理法人会　副専任幹事
メンタルケアサービス ふれ愛 マネージャー

戸田　招子

（一社）倫理研究所 法人局 普及事業部
  中国・四国方面　副方面長

 泉　憲治

★12月6日
「捨てる」
(一社)倫理研究所　法人スーパーバイザー
(株)徳山ビルサービス　代表取締役

宮本　治郎

  ★9月27日(木)
「会社のピンチ!命のピンチ!
  そこに家族の愛があった
  ピンチをラッキーに捉える
  倫理の極意」

★11月7日(水)
「老いも認知症も妻もあきらめて生きる」

香川県高松南倫理法人会 初代会長
うどん県電力株式会社 代表取締役 十河 正信

★12月13日
「地域で自分らしく生活していくために
～医療ソーシャルワーカーの役割～」
香川県医療ソーシャルワーカー協会 会長
屋島総合病院 主任社会福祉士

和田　有加

★12月20日
「私の年表・香川県の
   音楽文化について」
穴吹エンタープライズ(株)　部長
レクザムホール(香川県県民ホール)　館長

米田　優

★11月15日
「活力朝礼の素晴らしさ」
～活力朝礼研修ＤＶＤ視聴～
出演・生駒学税理士事務所　他

生駒学税理士事務所

川添　信輔

5分間会員スピーチ

★11月22日
「小我を捨て、大我に生きる」

ピンクパール

家村　奈愛

5分間会員スピーチ

メットライフ生命保険(株)

西村　幸子

5分間会員スピーチ

　9月27日(木)は、記念すべきモーニングセミナーに高松南倫理法人
会 初代会長、十河正信様を迎えて講話いただきました。「会社のピン
チ!命のピンチ!そこに家族の愛があったピンチをラッキーに捉える倫
理の極意」のテーマで講話いただきました。
　人生には上り坂、下り坂とまさかを経験、倫理との出会いで会社の
ピンチを乗り越えた。また、自分自信の命のピンチも乗り越えること
ができた。そこには家族の愛があったからこそだそうです。短い時間の
中で大変中身の濃い講話をいただきました。ありがとうございました。

　11月7日に経営者の集いが、 ホテルマリンパレスさぬきで行われた。
講師は、一般社団法人倫理研究所法人レクチャラー、愛媛県伊予市
倫理法人会副会長、医療法人誠志会 砥部病院 院長の中城敏氏。
　認知症は、そのままを受け入れることが大事。行動にダメダメは言わ
ないことである。認知症の人は問題行動を起こすと、その人の個性と
か、人の関わりとかは異常
行動のすべてに理由があ
る。ケア側が寄り添い、考え
てあげる事でその人が落ち
着きます。その人、その人に
深く関わりそのままを受け
入れる事が大事である。

経営者

の集い
　秋の褒章でこのたび、藍綬褒
章を受章し11月14日に総理官邸
で内閣官房副長官より受章、そ
の後皇居へ移動し陛下への拝謁
を賜りました。今年の春に創設さ
れた女性活躍功績という枠組み
の中で全国で２人目の受章者と
なりましたが、これまでの活動功
績だけではなくこれからさらに社
会に対して果敢に活動をしなさ
い、ということだと受け止め今後
も頑張っていきたいと思います。
今後ともどうぞご支援、ご指導お
願いします。            中橋 恵美子

中橋恵美子会員「藍綬褒章を受章」

毎週楽しみなのは
メニューいろいろ
美味しい朝食です！
これだけでも来る価値がありま
す。講話を聞いた後の美味しい
朝食で1日の活力に！
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バンズ（絆）の会

　恒例の高松南倫理法人会親睦バンズの会を、セカンドステー
ジで開催いたしました。澄んだ青空が爽やかな季節、色づく秋の
塩江で、バーベキューとグランドゴルフを満喫しました。会員様、
ご家族様の絆がより一層深められたと確信しております。

　11月18日（日）に居酒屋「武道館」にて、Ｈ31年度第1回新
入会員オリエンテーションを開催。稲澤信幸会長より挨拶
に続き、新入会員の紹介があり、礒村安倫香川県後継者倫
理塾塾長が講話を務めた。その後、溝渕弘起専任幹事より
活動説明があり第1部閉会。
　第2部懇親会は、鵜川秀樹普及拡大副委員長が進行し
た。内海信一 副会長が、歓迎あいさつと乾杯し、その後、お
いしい料理とお酒を味わいながら、懇親を深めた。最後に松
熊秀樹幹事より挨拶があり閉会した。

【日時】　10月21日（日） 12：00～16：00
【会場】　セカンドステージ（塩江町）
【参加】　37名

新入会員オリエンテーション
【日時】　11月18日（日）17：00～20：00
【会場】　居酒屋「武道館」
【参加】　27名

平成
31年度
第1回

乾杯！

ナイス！

やった～やった～

や
っ
た
る
で
〜

▲礒村安倫 香川県後継者倫理塾塾長

(株)サクマ
佐久間 陽子

（株）和屋
柏 秀樹

おりいぶ荘老人介護支援センター
黒石 義明

WAKEBI
安岐 一男

東宝物産（株）
東  優

癒しサロン カーネリアン
岡田 裕美子

Apport 天使の羽
鴻上 千恵子



東宝物産株式会社

業を考える

〒769-2102
さぬき市鴨庄3029
TEL:087-895-1455
E-mail：masaru.azuma@toho-cleaning.co.jp

▲コミュニティーセンターでうどん店をしました。
　地元の婦人会の方と。

▲サンポート高松のミュージックフェスに
　最近は夫婦で聴きに行っています。

会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

東　優

黒石 義明
ケアマネジャー

専務取締役

川西 功志
代表責任者

営業種目：クリーニング（ワンナワードライ東宝他）、
                皮革メンテナンス、コインランドリー、洋服修理保管
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　黄色い旗のクリーニングショップでご愛
顧頂いています「ワンナワードライ東宝」
の専務取締役をしています。当社は衣服の
クリーニングはもとより洋服のリフォー
ム、保管、靴・鞄など衣服のトータルメンテ
ナンス業ならびコインランドリーを主として
います。
　私は大学卒業後、東京の企業で就職を
していましたが実家の家業を継ぐべく14年
前に香川県に帰省しました。入社当初は工
場併設の新店舗の立ち上げと言う事もあ
り朝から晩まで現場仕事に追われ無我夢
中でお客様からお預かりした衣服を綺麗
にすると言う事に自分自身やりがいをもっ
て現場に励んでいました。お陰様で新店舗
並び工場管轄店舗の業績は良くなってい
きましたが反面、時間も惜しまず綺麗にす
るのは当たり前と言うだけで幹部社員を

株式会社 カワニシカバンプロダクト

ひとつひとつカバンを作っています！

お互い磨きあうことは、最高！

〒761-0433
高松市十川西町199-4
TEL：050-3634-6009
E-mail：kawanishikaban@gmail.com

営業種目：小物バッグ

　カワニシカバンプロダクトの川西です。自社
バッグブランドの防弾チョッキの素材を使って
ビジネスマン向けのリュック（seow）を中心に
革のオーダーメイドビジネスバッグ、財布など
の小物の製造販売をしています。
　自社ブランドを展開するきっかけとなったの
は、私は、下請け工場時代に如何に効率的に
早く作るか、という視点でばかり鞄を作ってい
ました。そんなある日、自分のやっていること

社会福祉法人 すみれ福祉会
おりいぶ荘老人介護支援センター

 困った時に助けられる
“スーパーヒーロー”になる

〒761-8073
高松市太田下町2020番地1
TEL:087-815-1818 FAX:087-815-1700

営業種目：・介護保険認定申請の手続き代行
                ・ケアプランの作成
                ・高松市の在宅福祉サービスの相談等

　私は老人介護支援センターで介護支援専門員
(ケアマネージャー)をさせて頂いています。ご本人や
在宅で介護する御家族の相談に応じ適切なサービ
スが出来るよう市町村、在宅サービス事業者、介護
保険施設等との連携、調整を行なっています。地元
地域を盛り上げる為に、コミュニティセンターや神
社での祭りでうどん店をしたり、一人暮らしの老人
の集いでオレオレ詐欺をテーマにした紙芝居をし
たり、各分野の専門家を招いて高齢者に役立つ話
しを分かりやすく
伝える会合を開催
したりと様々なイ
ベント活動をして
います。
　倫理法人会に出
逢ったのは約1年
前。ある講演家の

       

家村 奈愛
代表

経絡P.E.O.セラピー
〒761-1612 
高松市塩江町安原上東244-2
携帯：090-1327-3738

営業種目：P.E.O.経絡インストラクター

　経絡P.E.O.インストラクターの家村奈愛で
す。PEO とは、POLISH  EACH  OTHER の
略で、お互い磨きあうという意味です。このセ
ラピーは、施術者と、施術を受けている方とが
お互いにボディラインが整うように考えられて
います。

引っ張ってきたこ
ともあってか社員
の定着はしません
でした。経営者か
ら言われたから
「やらされている
仕事」を「やる仕
事」に、組織とし
てどうすればみん
なが消化し働いて
くれるか、どうや
りがいをもっても
らえるか初めて業
と言うものを考え
させられました。
　そこには金銭
だけでない業に対する価値観を自分になりに発信できればと思い、新人オ
リエンテーションや従業員とのコミュニケーションの場で自分なりに伝える
ようにしていきました。
　現在従業員数は約300名。どんなに規模が大きくなっても志一つに、倫
理で学んだことを実践し、血の通った会社運営をしていきたいと思います
ので今後とも皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

You Tubeを偶然見た
のがキッカケでした。
その方は「サービス業
で働く全ての人が自分

の仕事の意味、意義に気付くと世界は変わる」という考えを熱く一人
一人に伝え、何の仕事にもかけがけのない意味があると、仕事の大切
さを承認し発信している方でした。その方は東京の倫理法人会の元
会長だったのですが、私はすぐに大ファンになりアップされている倫
理法人会の動画を何度も見ていました。そのうち見ているだけでなく
自分もMSに参加し倫理の実践力を身につけたいと思い直接、事務
局に電話し体験参加させて頂き、入会を決めました。毎週のMSで
様々な業種の方の体験談やアドバイスを聞く事で新たな気づきや元
気を貰っています。ここで学んだ事を地域貢献の為に使えるよう実践
力を高めたいと思っています。そして倫理法人会の皆さんと良好な関
係が築ければ最高です。どうぞよろしくお願いします。

に疑問を持ち『本当に良い鞄を１つ作ってみよう』と思いました。
　上質なイタリアンレザー、上質な生地、真鍮の金具など、世の中で素晴
らしいとされている材料を集め、当時の私にとって最高のバッグを一生懸
命作成しました。ですが、周りの反応は最悪でした。高級感もないし、こん
な鞄にお金を出せないとまで言われました。それが悔しくて、カバンの勉強
をやり直し、いろんな技術、製法を研究して、やっとできた鞄があります。
その鞄がやっと少し人に認められた頃に、それまでしていた下請けの仕事
が一気に無くなってしまいました。
　正直、絶望しました。ですがその鞄を買ってくれる人が少しずつ現れ、現
在の自社ブランドへ展開していくきっかけとなってくれました。倫理法人会
では弱い自分に負けない強さを学びたく入会しました。今後共よろしくお
ねがいします。

  内容は、私達セラピストの足でお客様の経絡を流れに沿って身体を刺
激するというものです。そして経絡(氣血)の流れを活性化させ、筋肉、骨
格を正しい位置に近づけます。
 私自身、このセラピーが大好きで、インストラクターになったのも、私が
してほしいからなのです(笑)
　最近では、五行のカードを使ったり、鉱石入りのステンシルを衣服に
描いたりといろんな形で、経絡をお伝えしています。おもしろいので、是
非知ってほしいです。
　最後に、倫理では氣を意識している私に早起きと、大きな声であいさ
つ、手を合わすの３つを習慣化していただきました。朝のエネルギーは、
すごく私の身体にあってるようです。ありがとうございます！


