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▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

10月と11月連続でモーニングセミナー出席優秀賞を頂きました！

ピンポン玉スプーンリレー優勝チーム！

乾杯：溝渕弘起専任幹事

中締め挨拶：萩池義信副会長

田村神社の清掃（9月26日） マスコットキャラクター「かりんちゃん」

稲澤信幸会長

　高松南倫理法人会、令和元年の忘年会をささや
で開催。司会は溝渕邦子女性委員長。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
まり、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の始まり始ま
り～ 100円ジャンケンゲームから、ピンポン玉ス
プーンリレー、ロシアン寿司で最高に盛り上がりま
した。宴のラストは「明日があるさ」を替え歌で全員
合唱、萩池義信副会長の中締めで終宴となりまし
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、大満足の忘年会でした。

【日時】　12月2日（月） 19:00～21：00
【場所】　ささや
【参加】　70社（74名）

忘年会!忘年会!忘年会!
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モーニングセミナー講話者一覧
★9月26日
「西陣織と地域をつなぐ仕事」
tsutaeru (ツタエル) 代表

尾田　美和子

★10月3日
「足下の実践を磨く」
一般社団法人倫理研究所
中国・四国方面　担当研究員

小池　伸悟

★10月10日
「カラダが変われば
 会社が元気に！」
株式会社BB Activation　代表取締役

伊礼　健太朗

★10月17日
「走り続けて40年
 ゴールの先に見えたもの。」
三豊倫理法人会　副専任幹事
山岡正士行政書士事務所　所長

山岡　正士

★10月24日
「この場で咲く」
香川県倫理法人会　女性委員長
有限会社豊誠建設　取締役会長

森　郁恵

★10月31日
「甲冑講座の
 取り組みについて」
坂出市教育委員会文化振興課　係長

十河　勲

かたぎり歯科クリニック

片桐　幸大

5分間会員スピーチ

★11月7日
「モーニングセミナーは
 実践道場」
(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
大阪府豊中市倫理法人会　副会長
KAKOI　代表

栫　浩志

★11月14日
「小さなお店の
 キャッシュレス活用術」
株式会社Ｂ・Ｍ・Ｃ　代表取締役
中小企業診断士

立川　敦史

★11月21日
「売れない営業マンが、
 売れるようになった理由」
東かがわ市倫理法人会　幹事
桑島林産工業(株)　代表取締役社長

桑島　功

★12月5日
【朝礼研修モーニングセミナー版】

「会社が変わる、家庭が変わる、
 自分が変わる、活力朝礼のすすめ」
高松南倫理法人会　朝礼委員長
株式会社ワィアールティ　代表取締役

溝淵　太一

★12月12日
「未見の我」
(一社)倫理研究所  法人スーパーバイザー
株式会社シモバン　代表取締役

松本　浩之

★12月19日
「夢と仲間が挑戦へと誘う」
高松南倫理法人会　会員
高松パレス(株)(ザ・チェルシー)
代表取締役社長

住田　浩

★11月28日
「倫理との出会い
 学び・実践・体験談」

高松南倫理法人会　専任幹事  
cras by(株)ミゾブチ家具

溝渕　弘起

高松南倫理法人会　幹事
ヒーリングスペースKAMIKA

皆川　光彦

高松南倫理法人会　幹事
(株)カラークリエーション

溝渕　邦子

(株)ＦＰパートナー

村松　直基

5分間会員スピーチ

四国警備保障(株)

安川　清二

5分間会員スピーチ

　講師は一般社団法人倫理研究所 法人レクチャラー、大阪府豊中市
倫理法人会 副会長、KAKOI 代表の栫浩志さまです。16年前に倫理に
出会って自分を変えることができる会だなと思った。父の建築の仕事を
継ぐ決意をしたが、ここから苦難が続く事になった。お客様が工事のた
びにクレームをつけ、工事代金を払ってくれなくなる。そこで、倫理指導
を受けると、お客様の言う事はすべて受け容れろと言われ、指示に従っ
た。結果的には払ってくれなかったが、今はお客様を恨むこともなく、建
築の仕事をやめ新しい事業をやるきっかけになった。倫理を学び自分
の生き方を見つけるのが大事だとお話しいただきました。 経営者

の集い

    ★11月6日
「万事休す!そして10年」

会場：ホテルマリンパレスさぬき

会場：田村神社会館 7:00～ 300円

激ウマ！高松南の朝食
高松南の朝食は当番で作ります。毎週これが自慢なんです！ぜひ一度来てください。

食事担当スタッフ

毎週のお楽しみ!!
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　令和元年度、第1回新入会員オリエンテーションがささやで行われまし
た。第1部の進行は山本誠一郎 普及拡大委員長。まず稲澤信幸 会長挨
拶の後、細川修吾 相談役に倫理について講話していただきました。その
後、溝渕弘起 専任幹事より、活動説明があり1部は終了。
　第2部の進行は地良田大介 普及拡大副委員長。十河正信 相談役の
乾杯で懇親会がなごやかに行われました。その後、新入会員の感想発表
タイムで、会員の皆さんに高松南の感想をいただきました。宴の終わりに
内海信一 香川県東讃地区地区長の挨拶で歓迎会を閉会しました。 挨拶 稲澤信幸会長

講話 細川修吾 相談役

内海信一
香川県東讃地区地区長

歓迎あいさつと乾杯 十河正信相談役

三誠商事(有)
谷本　玲子

(株)南海
　松本　求

ささや
笹原　律子

小松ゆみ後援会
小松　由美

(株)ＦＰパートナー
村松　直基

一般社団法人在宅療養ネットワーク
英　早苗

【日時】　令和元年10月18日(金) 18:00～21:00
【会場】　ささや
【参加】　27名（新入会員6名・役職者20名・講師1名）

　澄みきった青空の中、会員家族の53名で女木島に行
きました。女木島到着後、ガイドさんの案内で鬼ヶ島大
洞窟を堪能した後、鬼の話をしながら登り、山頂から美し
い瀬戸内海を一望。最高の景色の中集合写真を撮るこ
とにしました。
　下山後、会長挨拶があり、お待ちかねのバーベキュー
が始まりました。ピザは、八十二薫堂の佐野さんが窯で
焼いてくれ、焼きたてはとても美味かったです。その後、
砂浜にて宝探しゲームもあり豪華景品も頂きとても満足
な1日でした。

【日時】　令和元年11月17日(日) 9:40～15:40
【場所】　女木島
【参加】　53名（大人42名　小中高校生8名　未就学児3名）

新入会員オリエンテーション新入会員オリエンテーション バンズ（絆）の会バンズ（絆）の会バンズ（絆）の会新入会員オリエンテーション令和2年度令和2年度令和2年度 第1回

閉
会
あ
い
さ
つ

歓
迎
あ
い
さ
つ

講
話

山頂にて記念写真

浜辺でも記念写真

宝探しゲームスタート！
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会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

株式会社ＦＰパートナー
〒760-0027  高松市紺屋町1-3 香川紺屋町ビル２Ｆ 
TEL：087-873-2562  FAX：087-873-2563
携帯：080-4367-2156 
mail：muramatsu.naoki@fpp.jp 
https://fp-moneydoctor.com/ 

営業種目：保険代理業   金融サービス業 
                ファイナンシャルプランナーによる無料相談

村松 直基

TLC(生保協会認定FP)
相続診断士

　この度、小松さんからの紹介で入会させて頂くことになりました。 
宜しくお願い致します。 少し自己紹介をさせていただきます。 東日
本大震災…それが私の人生観を変えました。 その震災を機に、一日
一日を後悔のないように生きよう．．． 一日一日を大切にしよう．．． 
そのような考えに変わりました。 そんな時期に知り合いの外資系保
険会社の方の紹介で、保険の業界に飛び込みました。もともと保険
屋さんという人種が大嫌いだった自分が、その業界の人間になると
は夢にも思いませんでした。 しかしこの仕事に関わるようになり、

ファイナンシャルプランナーや相続診
断士として様々な事を学ばせて頂くよ
うになってからは、もっと早く知ってお
けばよかった…。ということの連続で
した。 
　あと5年、あと１０年早く知っていれ
ばと何度も思わされました。 そのよう
な経緯を経て、自分の出会った方々が
損をしない人生を送るお手伝いが少し
でもできればという思いで活動してい

「知らない = 損  後悔と損をしない人生を!!」 

ます。 安定した職種から
の転職で、大反対をしなが
らも支えてくれている妻
に、少しでも恩返しできる
よう、これから倫理を学ん
で頑張っていこうと思いま
す。 これから皆様と一緒
に学ばせて頂きながら、成
長していきたいと思ってお
りますので、どうぞ宜しく
お願い致します。 

写真百貨
〒769-0104 高松市国分寺町新名661-7
TEL/FAX：087-864-9055
mail：photo100@amber.plala.or.jp
http://photo-100.com/

営業種目：写真現像・プリント・撮影・ドローン撮影

米谷 好正
代表取締役

　写真に関わるすべての方の「困った」を解決しよう。
写真百貨の米谷好正と申します。武田鍼灸接骨院の武
田院長の紹介により2019年7月に入会させていただき
ました。（口説かれ文句は絶対に経営の役にたつ絶対
に損はしない）
　店舗は国分寺店と高松市太田店の2店舗。撮影・写
真スタジオ・学校写真を中心に営業しています。写真現
像所も併設しており写真館・カメラマンの方々も数多く
利用していただいております。特に保育園・幼稚園の先

生方には、撮影後の煩雑で面倒な仕
分け作業（園児さん個人別に写真を
仕分け）も代行させていただいている
ので保育に専念できると喜んでいただ
いています。
　現像所では最大サイズB0サイズプ
リントまで対応し2019年6月からメタ
ルプリント（アルミ板に写真を焼付）エ
プロン・トートバック・Tシャツに写真
をプリントするサービスも始めました。
11月からはドローンによる撮影も国の

許可をいただき建築写真などに利用しています。また建物
の屋根の点検にも利用していただいています。写真に関わ
るすべての方の「困った」を解決しよう。今後ともよろしく
お願いいたします。

ささや
〒761-8012 高松市香西本町149-15
TEL:087-881-3820

営業種目：和食と焼肉が食べれるお店

笹原 律子
代表取締役

「人とのふれあいを大切に」 

株式会社 和屋（和幸・まん福）
〒761-1705 高松市香川町川東下313-1 
TEL：090-1003-6887
FAX：087-879-6912
mail：kazuyuki.hosoi@gmail.com

営業種目：香川県内で飲食店「和幸」「まん福」の2店舗を経営

細井 和幸
代表取締役

　100年続くごはん屋を目指し、おじいちゃん、おばあ
ちゃんも来ていたんだよと言われるようなご家族が集え
る店づくりを行っております。核家族化が進み、住宅事
情もそれに添ったものが多くなってきている今の時代、
ご家族の集いの場として少しでもお役にたでればと
思っております。座敷席、いす席、カラオケ付き個室を

　溝渕様とのご縁で8月に入会させていただきました。
忘年会では大変お世話になり、有難うございました。和
気あいあいで楽しそうでした。たくさんの皆様に足を運ん
でいただき「ささや」の存在を知っていただく良い機会を
いただきありがたく思っております。
　「ささや」は寿司、割烹、焼肉、宴会、仕出し、仏事、又
名付けなどさせていただいております。長いお付き合い
をさせていただいておりますお客様が多く、親から子へ、
そして孫へと縁が続いております。

　商売への事、なにも知らずに嫁いで、はや40年近く毎日
いろいろな人と出逢い、話しが出来る事嬉しく思い、食べ
る事で元気になり、明日への活力となる料理を提供し、た
くさんある店の中で選んで足を運んでいただいたお客様に
感謝しつつ、皆様が食により心豊かになれるよう頑張って

おります。
　これからの人生
心楽しくいろんな
事にチャレンジし
ていこうと思ってお
ります。人とのふ
れあいを大切にし
て、何卒よろしくお
願いいたします。

「職人が作る三世代が満足するごはん屋」

備え、お子様からお年寄りまで満足し
ていただけるよう幅広いメニューを、
職人が一つ一つこだわりをもって全て
手作りで、頑張っております。
　父から引き継ぎ、私の代になってな
んとか22年、皆様のおかげで、やって
くることができました。今後はみなさ
まに必要とされるお店であり続けられ
るよう、後継者を育てて行くことが課
題だと思っております。只今絶賛悩み
中です!みなさまどうかお力添えを。よ
ろしくお願いいたします。

「ありがとうを創造していこう！」 


