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4月1日発行

▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

▲新年式（1月10日）

▲（株）ディレクターズ
岸本　広宣

▲Apport 天使の羽
鴻上　千恵子

▲小松ゆみ後援会
小松　ゆみ

▲溝渕弘起専任幹事活動説明▲稲澤信幸会長挨拶

▲かたぎり歯科クリニック
片桐　幸大

▲細川相談役の中締め

▲年末恒例！餅つき（2018年12月27日）

▲清掃活動（2月24日）▲田村神社にてご祈祷（1月10日）

　3月20日に和幸で新入会員オリエンテーションが行われました。第1部は、十
河正信相談役のご講話。倫理法人会の歩みから、経営者の学び、倫理に入会
して学んだこと、新たな新事業を立ち上げたことなどをご講話いただきました。
　第2部は、毎度おなじみの新入会員も交えた懇親会でした。親睦を図る意味
では懇親会はもってこいの会ではないでしょうか。美味しい料理に、カラオケ
もあり大変盛り上がりました。高松南倫理法人会の絆がより素晴らしいもの
になりました。最後は細川相談役中締めで懇親会を終了しました。

新入会員オリエンテーション
【日時】　3月20日（水）18：00～21：00
【会場】　和幸
【参加】　26名

平成
31年度
第2回

そ～れ
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気合の入った掛け声で始まります！
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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

★12月27日
「自分の主治医は自分」
(一社)セルフメディコ協会　代表理事

福谷　その子

★1月17日
「明日へのイメージ」
(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)和屋

柏　秀樹

メットライフ生命保険(株)

西村　幸子

癒しサロン カーネリアン

岡田　裕美子

(有)二見画廊ほのほ

二見　尚子
韓国料理　双六

山本　祐規子

(有)エムシーアシスト

森　久美子
杉本メガネ

杉本　祐子

5分間会員スピーチ

★1月24日
「あなたの人生を変えてくれる
  ファッションの魔法」
イメージアップコンサルティング
SAKURAMULET　代表

井門　裕子

★1月31日
「小さな己を知る」
さぬき市倫理法人会　幹事
(株)カワニシ　代表取締役社長

川西　弘城

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

(一社)倫理研究所　法人局
普及事業部　主事
中国・四国方面　副方面長

泉　憲治

東かがわ市倫理法人会　会員
(株)スワニー　代表取締役社長

板野　司

★2月21日
香川県倫理法人会女性委員会企画

「７人のなでしこ」 ★2月7日
「人生の三つの
  ターニングポイント」

★2月14日
「親ごころ」

ことば経営

中村　かおり

5分間会員スピーチ

(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
岡山県倫理法人会　副会長
(株)名玄　代表取締役社長

平井　芳和

★2月28日
「反始慎終」

(有)ベストトータルオート

美濃　隆幸

5分間会員スピーチ

(一社)倫理研究所　法人スーパーバイザー
島根県倫理法人会　相談役
(有)常松建設　代表取締役

常松　栄

★3月14日
「本を忘れず、末を乱さず」

(有)瀬戸内電装

赤松　諭

5分間会員スピーチ

　香川県倫理法人会、女性委員会企画「第2弾」も笑いあり、涙あ
りの感動的な「7人のなでしこ」でした。
　原稿を書くのがきっかけで、今までを改めて見つめ直し、色々な
気づきを頂いたことが良かったようです。家族の事、新しい仕事に
チャレンジした事、倫理で学んだ考え方、倫理指導で刺激をもらっ
た事など、様々な体験談を聞かせていただきました。発表された皆
様お疲れ様でした、ありがとうございました。

講話が終わっての楽しみ、
メニューいろいろ美味しい朝食！

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日の仕事の活力になりますよ！

(株)サクマ

佐久間　陽子

★2月27日(水)
「セルフうどん発祥物語」

経営者

の集い
　2月27日に経営者の集いが、 ホテル
パールガーデンで行われた。講師は、一般
社団法人倫理研究所 法人レクチャラー 
岡山県倫理法人会 副会長 株式会社名玄 平井 芳和氏。1杯100円で、1日10万売らないと儲からな
いと言われた「日本初のセルフうどん」を始める。もともとは人件費を削る目的だった。この商売に
は反対だったお母さんも手伝ってくれるようになり、珍しさもあって、次第に話題になり、今では1日
1000人のお客さんが来てくれるお店になった。息子さんも後を継いでくれているそうです。
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特別モーニングセミナー

　日本の最古の歴史書「古事記」に記された神 と々天皇と日本の成り立ちをメインに講話
していただきました。1989年1月7日昭和天皇崩御により、今生天皇が即位されました。そ
して今年、生前退位特例法により皇太子殿下が即位される事が今国会で決まり、「平成」
という元号が終わりを迎え、5月1日からは新しい元号に変わります。
　今まででは考えられないような事が起こっています。この「大転換の時代」に私たちが
今学んでいる倫理の中にこれからの時代を生き抜く教えがあります。倫理を学ぶことと、
この倫理を沢山の方々に知っていただくことの大切さを教わりました。

　朝礼研修が和幸で行われました。稲津信幸会長挨拶
の後、朝礼マスターの溝淵太一‘高松南’朝礼委員長、礒
村諭治 ‘高松南’朝礼委員、川添信輔 ‘高松南’朝礼委
員の指導で、朝礼実習の要項を4つに分けて基本動作か
ら実習しました。
　朝礼は、職場の風通しをよくし、人間力をさらに向上さ
せる大きな力を秘めています。職場に精神的なバック
ボーンを築くために、一人ひとりが生きがいをもって、朗ら
かに働けるように、「活力朝礼」を取り入れてみませんか。

【日時】　3月7日（木） 6：00～7：00
【会場】　田村神社会館
【参加】　199社 220名

朝礼研修
【日時】　3月20日（水）15：30～17：30
【会場】　和幸
【参加】　17名

平成
31年度

【講師】
一般社団法人倫理研究所　理事長　 丸山 敏秋

           テーマ「夢かぎりなく2019」

一般社団法人倫理研究所

香川県倫理法人会

▲西内三吾香川県会長挨拶 ▲稲澤信幸高松南会長

▲高松南自慢の手作り朝食



小松ゆみ後援会

人が好き！高松が好き！

〒769-0103
高松市国分寺町福家甲3733
TEL:087-874-9281
mail:yumi.komatsu.koenkai@gmail.com
HP:https://komatsuyumi.jimdofree.com

会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

小松 ゆみ
後援会代表
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　１月から参加させていただくことになりま
した、小松由美と申します。（株）シカの会
長、細川様とのご縁で入会いたしました。早
起きが大の苦手な私が何てこと！と思いな
がらも、毎週行ってよかったと、感動と感心
と感激を味わえる素晴らしい出会いとなり
ました。

　私は約30年近く生命保険の仕事に携わってまい
りました。保険でお客様の一生をお守りすることが
使命のように教えられ、今日まで仕事をしてきまし
た。5人の子供を育てながら、仕事、家庭、教育等々
に目まぐるしい日 を々過ごしていました。
　末の子供が小学校に入学したのをきっかけに
PTAのお手伝いをするようになり、コミュニティの
運営にも携わるようになったことで、少しずつ私の
考えは変化していったのです。
　それは、保険で救おうと思っていた方たちよりも
ずっとずっと支えが必要な人たちが沢山いることでした。おこがましい
し、そんな偉そうなこと言ったって！と思われるかもしれませんが、もっと
自分にできることがあるかもと思ってしまったのです。
　地域の子供たちの見守り活動をしながらいつも思っています。この子
たちの未来が明るく、そして逞しく生きていけることが、今の大人たちも
安心して生きていけるとい
うことを。
　時代はめぐり、今の善が
未来の善につながるように
なればと思い、小松ゆみ後
援会を立ち上げました。今
からが次の人生の始まりで
す。コツコツ頑張っていこ
うと思います。皆様何卒よ
ろしくお願いいたします。

鶏肉専門店 かしわ サクマ

仕事にプライベートに充実の毎日！

〒760-0071
香川県高松市藤塚町1-1-4
TEL:087-837-1637
HP:https://www.kashiwa390.com
facebook:https://www.facebook.com/kashiwa390/

かしわ サクマ　創業明治19年。食品総合卸と鶏肉の小売を営んで
おります。次世代が加わりイベント参加や色々な企業
さんとのマッチングで照讃（テルサ）チキンが生まれた
り自社イベントスペースにクレープ屋さんが出店したり
ペイペイ導入したりと若い発想で次 と々新しい展開を
見せております。

　又、運動部高校生から直接、歓送迎会
のバーベキュー、謝恩会のご注文や昔か
らのお客様がタクシーで来て下さったり
と、食べる事とサクマが結びついて頂け
る事が長年のお付き合いのお蔭様と感
謝し喜んでおります。
　最近は、縁活アドバイザーもしており
ますのでお取引様でお見合いセッティン
グもさせて頂いております。
　そしてプライベートでは八百万の神カードの講師資格取得し
イベント参加して相談事のお答えをご自分で導き出せるお手伝
いをしています。今は、塩絵といって色彩心理セラピストの寺田
のり子先生の講座を受講し認定講師の課題に取り組んでいる
所です。夢中で取り組んでいる時が至福の時間です。

かたぎり歯科クリニック

事業と子育てと

〒761-8083
高松市三名町字大下723-1
TEL:087-867-8046
HP:https://www.katagiri.dental

片桐 幸大
院長

　私は、受診される患者さまに当院の治療を通じて歯
の大切さを〝知ってもらいたい〟という想いから開業を
決断しました。歯医者には日々様々な思いを持った患者
さまが来院されます。その患者さま一人一人に「一緒に
頑張りたい」と思っていただけるように、きちんとお話
を聞くこと、そして不安が残らないように説明すること
を大切にして、信頼関係を築ける診療を行いたいと
思っています。そして患者さまに納得してもらい正しい
歯科医療を実践していくことが地域貢献に繋がってい
くと信じています。

　その為に歯についての
様々な事を深く〝知ってもら
う〟ことが何よりも大切で
す。医療人として「歯の大切
さ」を〝学び〟しっかりと患者
さまに〝お伝え〟していく、そ
ういう想いを持ってやってい
きたいと考えています。

診療案内：むし歯・歯周病・補綴治療・入れ歯(義歯)・小児歯科・小児矯正・
                予防・クリーニング・歯科口腔外科・インプラント・セラミック治療・
                ホームホワイトニング・マウスピース製作

　また、話が変わり私事になりますが
私には2歳になる娘がいます。それぞれ
の実家が離れているため、妻と二人で
四苦八苦して我が子を育てる日々で
す。保育園に連れて行く時に娘の水筒
を忘れたり、娘が泣いている理由がわ
からなくて途方にくれる時もあります。
そんな子育てもままならぬ中、事業を
開始していくのは不安もありますが、一
度決断した事を貫き精一杯頑張っていく所存です。初めてのこ
とばかりの若輩者ではありますが、これからどうぞよろしくお願
い申し上げます。

Apport 天使の羽

自分の予想以上の未来を創るヒーリング

〒 761-8076
高松市多肥上町1747-8
TEL:090-4472-1919

鴻上 千恵子
Apport 天使の羽

営業種目：ヒーリング

営業種目：各種精肉（鶏、豚、牛）業務用冷蔵／冷凍食品etc

佐久閒 陽子

　私はシータヒーリングと言う手法でヒーリングを行っています。シータ
ヒーリングとは、アメリカで開発された脳波をシータ波になることでお
客様を、スピリチュアルな観点で、潜在意識の置き換えを行い、現実を
より良くしていく、ヒーリングです。

　私もこれのおかげ
で、「いじめられて成
長する」あり方から
「楽しみながら成長す
る」に潜在意識が変
わり、楽しく成長する
過程の中で倫理法人
会に出会い楽しく参
加させていただきま
す。今も現役看護師と
して、牟礼の海部医
院でお世話になってい
ます。
　看護師としてのキャ
リアを生かしながら
ヒーリングに生かして
いこうと思考錯誤して
おります。家ではハリ
ネズミを飼っていま
す。体中に針があるよ
うな臆病な生き物で
すが、居てくれている
だけで可愛らしくいや
されます。


