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7月1日発行

▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

香川県高松南倫理法人会

会長　稲澤　信幸

　高松南倫理法人会は十河正信初代会
長が高松東倫理法人会より分封し2005
年4月13日に103社で設立され、細川修吾
2代目会長・森勝一3代目会長・松熊秀樹
4代目会長・礒村安倫5代目会長・内海信
一6代目会長そして7代目会長の私、稲澤
信幸へとバトンが繋がっています。
　0から1を作り上げる労力は大変だった
と聞いています。その熱い思いと行動力

とおもてなしの心を十河初代会長から学
びそして「絆」と言う言葉を15年間大切に
行動してきました。
　他人を変えるのは難しいですが、自ら
が変わるのは難しい事ではありません。
朝起きは辛いと考えがちですが朝の活用
こそが成功の秘訣と言われてます、毎週
木曜日朝6時からたくさんの経営と共に
学びませんか？
　また、設立15周年記念式典を7月13日
にザ・チェルシーで開催します。是非ご参
加ください。

会長挨拶

会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

Nankai 株式会社 南海
〒760-0080　高松市木太町2539番地2
TEL：087-813-0985  FAX：087-813-0986
E-mail:m.matsumoto@nankai1.co.jp

営業種目：木製・店舗什器卸、内装業

松本 求
代表取締役

代表取締役

「気付かせてくれて、
               ありがとうございます！」
　学校・店舗・病院・庁舎施設・マンションに、建設
会社様の下で、木製什器を設計し、協力工場さん
に作っていただき、設置施工を行う会社です。香川
の会社にも関わらず、県内にお客様が無く、納入先
も県外ばかりです。

　その関係上、飛行機に年間150～
200回は乗ってます。その飛行機がご
縁で、高橋様と知り合い入会させてい
ただきました。私が入会させて頂いた
日に高橋様は退会という変なご縁で
す（笑）。
　高松南倫理法人会に入会後、わが
社も変わってきました。朝の講話内容
を朝礼で話す事も有りましたが、何故
か、我が社で一番出来が悪かった社
員（失礼）が、ある日突然朝礼で「職場
の教養」の輪読を始めたのです。お陰
様で朝礼の輪読も４か月目に入ってま

す。その社員が朝礼を変えましたし、その
社員も変わりました。みんな何か自分で変
わろう、変えようと思っている中、きっかけ
がつかめないのだと今更ながらに気づき
ました。
　私が還暦になった事をきっかけに、後
進に社長を譲りましたが、その社長も色
んな事に悩んでいると思います。
　社長もモーニングセミナーに出席し、い
ろんな方の講話を聴き、法人会の皆様と
話せば、気持ちも安らぎ、私が教えるより
勉強にもなると考えてます。今後ともよろ
しくお願いいたします。

太陽印刷株式会社
〒761-0701 木田郡三木町井上2837-3
TEL：087-813-6778(代) FAX：087-087-898-1278
Mail：seisaku01@taiyo-insatsu.jp
HP：https://www.taiyo-insatsu.co.jp 

営業種目：印刷全般

蓮井 慎司

「社員の成長が会社の成長」
　コロナ禍で、売上、収益は減る中、自分自身は成
長していかなければと考えています。しかしなかな
かマインドが上がらないのが現状です。しかたのな
い事と納得している毎日です。今の現状としては
会社が萎縮している状態ではありますが、そのぶ
ん、毎週月曜日の就業前、役職者、部門長がタイム

カードのまえで大きな声でおこなっている
挨拶運動や、定期的にテーマを決め、工
場全体の目標スローガンを貼り出してい
る「モチベーションアップ」の活動が社員
や会社の今後の成長につながっていくも
のと信じております。それにともない私自
身も鍛錬していかなければと思います。
　倫理法人会のモーニングセミナーの
後、帰りの道中、毎回いろいろ考えさせら
れることが多いです。セミナーで得た知
識や体験を活かし、これからも自分自身
の成長の場として勉強していきたいと
思っております。
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サイテックアイ株式会社(MEGURIN事務局)
〒761-8064　高松市上之町2丁目8番27号
TEL：087-899-6513
e-mail：megurin@psytec.jp

営業種目：地域ポイントサービスおよびキャッシュレス
                決済導入のサポート

佐藤 敦
営業課主任

「10年後の地域を想い」
　初めまして。私はこの会社に入社し
5年目の営業マンです。
　地域ポイントやキャッシュレス決済
など社会的に注目度の高いサービス
の提供をしています。香川県内で展開
するMEGURINサービスは、飲食をは
じめ、美容、小売り、医療機関、スポー
ツジムなどありとあらゆる業種の事業
者様(500件以上)にご参加いただいて
おります。一般的な商業シーンだけではなく、行政機関や商
工会、地元企業との連携を重ね、その全てはMEGURINサー
ビスのコンセプトにある『地域コミュニティの活性化』の下

に、少しずつ積み重ね、繋
げ、相乗効果を地元香川
の活力に変えていく。ME-
GURINに関わる物事は全
てそこを目的にしています。
｠さてそんな弊社ですが、メ
ンバーは代表や私を含め5
人で運営しています。

　「あ、意外と少ないんですね。」とよく言われます。そ
の分、一人ひとりに与えられた役割は大きく、いい意
味で誰もが個性的。それぞれが別の業務につきなが
らも同じ目標や目的にむけて日々汗をかいています。
弊社はまさに地域コミュニティのあるべき縮図とも言
えます。
　最後に、会社も個人も、クライアントもスポンサー
も利害関係を超えて、MEGURINに関わる人々の見
据える先は常に同じ場所、10年先の地域を見据え、協
力していきたいと強く思います。会員の皆様、今後と
も何卒宜しくお願い致します。

　今回、未だ見通しがつかない新型コロナウイルスにより、影響を受けてい
る会員企業様が多いと思います。一日も早い新型コロナウイルス感染症の終
息と、会員企業の皆様のご健康をお祈り申し上げます。
　さて、香川県高松南倫理法人会は、この新型コロナウイルスの影響を受け
て、モーニングセミナーが一時休止となってしまいましたが、稲澤会長をはじ
めITに強い人間が「この状況でも会員さんのために何か提供できないか？」と

SNS等で連絡を取り合い、一月をかけて試行錯誤を
繰り返し、5月よりZOOMを使った「オンラインモーニ
ングセミナー」を香川県で最初に開催することができ
ました。
　6月からは通常のモーニングセミナーが開催できる
ようにはなりましたが、業界や家庭の事情等で密集
空間に行くのを避けたいと思われる会員企業の皆様
の為に、６月以降もしばらくオンライン配信を続けて
いく予定にしております。
今後も、少しでも多くの方がモーニングセミナーに参
加して楽しんでいただけるよう、日々工夫してまいりた
いと思います。

　始めまして。私は今、保険の営業をしています。理由
は人が幸せになるお手伝いがしたい、これだけです。
この考えが自分の中で確立したのは前職のﾔｸﾙﾄﾚﾃ ｨ゙
の経験が大きく影響しています。私は以前、ﾔｸﾙﾄﾚﾃ ｨ゙と
して、お客様の健康を守ることを考え、活動していまし
た。おかげさまで世界大会にもいかせてもらうことが
できました。でも私の中で、もっとたくさんの人の力に
なりたいという気持ちが大きくなっていきました。
　目の前で病気や不慮の事故により経済的に困って
いる人を何度も目の当たりにし、無力感を感じていた
のですが、保険の仕事は、ご本人はもちろん、ご家族や

ご本人の大切な人
を守るものだと思
い、この業界に飛
び込みました。
　今は社会もとて
も不安定ですが、
一人でも多くの人に
寄り添い、お力に

なれるようがんばります。
ところでみなさんはどんな趣味をお持ち
ですか？ぜひ皆さんの趣味に追加してほ
しいものがあります。それは散歩です。
とはいってもまだ私も散歩初心者なので
すが。。。
　今は早朝か夕方に５０分くらい歩いて
います。近所の神社でお参りをして景色
のきれいな秘密のスポットまで歩き、そ
こで深呼吸をしたりストレッチをしてい
ると肩の力が抜けてきます。悩んでいる

ことも案外ｼﾝﾌ ﾙ゚に考えることができて自分だけのいい時間
を過ごしています。
　そうしていくうちに家族に笑顔が増えていることに気が付
きました。自分を充実させることがしらないうちにまわりにも
影響をあたえているのだと思います。たまに子どもたちが一
緒に歩くといってくることがあります。こうゆうときは何か相
談がある時です。この時は断ら
ないようにしています。ぜひみ
なさんもしてみてください。本当
におすすめですよ。
　最後になりましたが、これか
らも高松南倫理法人会の皆様
との出会いに感謝し、このご縁
を大切にしていきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいた
します。

住友生命保険相互会社
〒761-0113　高松市屋島西町2421-20
TEL：087-843-3564
携帯：090-2781-8072

営業種目：保険営業

雉鳥 千鶴

「人が幸せになるお手伝いがしたい！」

モーニングセミナー講話者一覧
★6月4日
「すべては光る」
(一社)倫理研究所 法人局普及事業部 主席
九州・沖縄方面 方面長

那須　隆

サイテックアイ(株)

佐藤　敦

5分間会員スピーチ

★6月11日
「栞をよむ」
(一社)倫理研究所 法人局普及事業部 主席
首都圏方面 方面長

三浦　貴史

三誠商事(有)

谷本　忠則

5分間会員スピーチ

★6月18日
「子は親の心を実演する
                      名優である」
香川県倫理法人会 会長
松熊工業(株) 代表取締役

松熊　秀樹

IT委員長
普及拡大委員長 山本　誠一郎

オンラインモーニングセミナー
香川県で最初に開催

Webモーニングセミナーコンテンツ講話

Webモーニングセミナーコンテンツ講話

会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・
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会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

Independence Space Monsieur
（インディペンデンス　スペース　ムッシュ）
〒761-8078 高松市仏生山町甲259-1 
TEL：087-810-1808  携帯：090-2828-0808

営業種目：バースセラピー　開運リフトアップセラピー
　　　　  バースカフェ　バースセラピー講座

村尾 政則

「生まれて来てくれてありがとう。」

株式会社ママズ
〒761-0313　高松市下田井町573-1
TEL:087-887-8720 FAX:087-887-6337
E-mail: info@mamas-mamas.net
HP: https://mamas-mamas.net/

営業種目：住宅リフォーム工事・新築工事

川村 和史
代表取締役

代表取締役

　社員さんは仲間を大切にしながら日々業務にあ
たってくれ、協力業者さんもお客様の笑顔を創ると
いう私たちの想いを実現する為、一つ一つの案件に
真摯に取り組んでくれています。お客様も提供する
私たちの事を労ってくださり、感謝をしてくださります。その「想い」のサイ
クルの中で私達は、お客様からのヒアリングに始まり協力業者さんとの
打合せ、現場での施工を経て、それぞれの「想い」をかたちにしていきま
す。設計事務所やデザイン事務所ではなく、単なる施工店でもない。ママ

ズは「想い」をかたちにする会社です。
　私が高松南倫理法人会のモーニング
セミナーに初めて参加させて頂いたとき
は、早朝から大きな声で挨拶を交わし、皆
で合唱する光景に圧倒されてしまいまし
た。次のモーニングに参加するのが怖い
くらいに。しかし、帰りの車中で参加者の
皆様から頂いた活力が心を温かくしてく
れていることに気が付きました。その日の
仕事はいつも以上に気合が入っていたよ
うに記憶しています。
　まだ入会歴は浅いですが、倫理を通し
て私もまわりの人たちの心を温かくでき
るような人になりたいと思っておりますの
で皆様今後とも宜しくお願い致します。

「想いをかたちにし、家族の笑顔が
               溢れる暮らしを創ります」

サンフラシュ 有限会社
〒760-0067　高松市松福町1丁目14の1
TEL：087-880-6616
FAX：087-880-6617
Mail:kunpuu-k@me.pikara.ne.jp

営業種目：エステサロン・ブライダル業「スタジオMARS」・飲食業「スモーク7」

須崎 和子
マネージャー

「全ての女性を綺麗にご縁を大事に！」

　今の自分は過去の自分がいなければ今の自分が
ないと思えるようになりました。よくなぜ男性がお
産の話や生まれることについてとなんでと思う方
は、少なくないと思います。
　私の人生は、本当になんでそんな人生なんと思わ
れることはよくあります。２回の離婚、２回の婚約破棄、そして、２０歳の時
は、上司にトランクに入れられ山に拉致され、２０代後半は、洗脳と奴隷の
状態で仕事をしておりました。人間恐怖症にもなりました。そして、３８歳
の時にバースカフェと出会いました。生まれる前に人生を選んで来ている

と知り色 と々腑に落としました。
　そして、そこから色々学び産前産後
YORISOISHIという学びと出会い自分
に寄り添う事が分かり。その時に教えて
もらったの「無痛安産の書」に書いて
あった「新日本の出発」の一文を見て倫
理には、自分が伝えたい事がある事が
分かり入会を決めました。
　そして、現理事長が出筆された「いの
ちとつながる喜び」の中に胎内記憶の
ことを書いてあり。自分がやって来た活
動や思いは、倫理が伝えたいことと同じ
だと思いました。私が、今の活動を通し
「自分を大切、愛し、感謝する」を伝えて
まいります。

　この度は、岩部さん、溝渕さんのご紹介で入会させて
頂きました。たまたま、去年の10月から「八栗さんの1日
参り」にふとした事から参加させて頂いてお二人にご縁
が有り、素敵な倫理法人会にご縁を頂きました。
　朝6時は、本当に続けて行けるのか？と思いましたが、参加している皆様の

パワーが凄くて引き寄せられ
ました。
　私は、自宅で「プライベート
サロン」「total beauty salon 
薫風」を17年させて頂いてい
ます。17年もしていたら、私の
年齢も上がってくるし、お客様
の年齢も上がって来ていて売
上も頭打ちになって悩んでる
時に『脱毛』を導入したらどう
か？とのアドバイスを頂き香川
県では初！になる最新機器の
脱毛機を導入して今年で、2年
目になります。

　若いお客様にも、気軽にご利用頂け
る様にエステサロンでは珍しい「都度払
い」を導入。脱毛の効果も良くって「痛く
無く効果が早い」をお客様が口コミして
一気に売り上げが上がり、お陰様で2年
目の今年4月に常盤街に2店舗目を出す
事が出来ました。人も仕事も『ご縁』これ
からもこの『ご縁』を大事にして頑張っ
て行きたいと思います。宜しくお願い致
します。

　55年前に現会長が、勝賀山の麓の小さな建屋
（現在　カフェカモメ）を借りて鉄工所の下請けを
初めたのが勝賀鉄工所の始まりです。
　その4年後に、現在の土地に移り本格的に鉄工
所を始めました。設立当初は製缶施工や機械修理
が主でしたが、今は、ベンダー、プレス、ロール等の
機械を使い、鉄の曲げ加工を主にやっております。
　この度は、ご縁があり、高松南倫理法人会に入
会させて頂きました。教えを学びながら、出来る限
りお客様のニーズにお応え出来る事に活かしてい
ける様、努力して行きたいと思っております。どうぞ
宜しくお願い致します。

有限会社 勝賀鉄工所
〒761-8011　高松市香西北町578-3
TEL：087-881-2287
FAX：087-881-3122
HP:katsuga-iw.co.jp

営業種目：ベンダー・プレス・ロールの曲げ加工・金属面溶接及びスタッド溶接

谷本 辰浩

「鉄の曲げ加工はお任せください」
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会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

プランニングusa
〒761-8033 高松市飯田町1233-２-205
携帯:090-8979-7541
Mail：uchu@planusa.xyz
HP：https://planusa.site

営業種目：経営革新コンサルティング・補助金獲得支援・商品企画・販売促進支援・
                クラウドファンディング支援・地方創生プロジェクト企画プロデュース

宮本 享宙
新型コロナウイルス感染症が発生し、強制的
に「ライフスタイル」「ビジネススタイル」が変
化させられ、「人々の価値観」が大きく変わり
ました。コロナ禍という向かい風が止むまで、どう耐えしのげばよい
のか？と誰もが腐心されていると思います。
　しかしながら、残念なことにコロナは消滅しそうにありません。一
度、落ち着いた状況も、今秋冬に第２波がかなりの確立でやってく
ると想定されています。冬場は新型コロナ以外に、インフルエンザな
どもやってきます。第2波のほうが怖いのです。アフターコロナとい

谷口建設興業株式会社
〒761-0394 高松市上林町473番地1
ＴＥＬ：087-889-3000
e-mail：youkey_3883@yahoo.co.jp
ＨＰ：https://www.tad-group.co.jp/

営業種目：総合建設業

谷口 雄紀
専務取締役

「明日の夢を確かな形に」
　谷口建設興業株式会社は昭和32年
に創業の今年で61期の総合建設業の
会社です。「よりよい建築づくり」をモッ
トーに、社会と人と建設を「技術」と
「提案」で結びつける「提案型の建築技
術集団」として日々、高みを目指しており
ます。
　創業者であり私の祖父の谷口忠義は、自身が小学生の時に起
きた、高松大空襲後に大きな衝撃を受けました。空襲後の焼け
野原となった市街地跡を見て「郷土の立て直しは建設により、街

を復興していかないと始
まらない」と考え、建設
の道で生きることを決め
たと言います。これによ
り「社会と街と人」とい
う要素は私たちの会社
では常に大切なテーマと
して、考えています。
　私は地域社会はそこ

「プランニングusaは
      「社外企画戦略室」です」 

株式会社アレクソン
〒541-0052　大阪府大阪市中央区安土町1-8-6大栄ビル4階
Mail：sakuta@alexon.co.jp
HP：https://www.alexon.co.jp/

営業種目：情報通信機器の企画開発製造、販売

作田 良樹

「出会いを大切に日々奮闘中です」

う状況は今後期待が薄く、「ウィズコロナ＝コ
ロナとの共存」時代の幕開けと考えねばなりま
せん。コロナ禍発生以前の社会環境が復活す
ることは厳しいと認めざるをえないのです。
　ところが、そんな中でも、新しいビジネスが生
まれ台頭しつつあります。現在の状況を冷静に
分析すると「①資金調達はしやすい　②人材
が余っている　③社会が大きく変化している」
という新たなことにトライするための環境は厚
遇されているのです。小さな会社でも企画と行
動力で大きなイノベーション（革新）を起こすこ
とができる、非常に強力な追い風なのです。
　向かい風ではなく追い風ととらえ、経営革新
を起こすことをお勧めします。

一般社団法人　又信
〒761-8078　高松市仏生山町甲801-1
TEL:087-888-8115　FAX:087-888-8116
HP：https://genki-b.wixsite.com/home
e-mail：tree@your-s.net

営業種目：高齢者介護（デイサービス）・技能実習生の受け入れ団体の運営・
                太陽光売電事業

香川 陽祐

「新たな門出」

　株式会社アレクソンの作田良樹と申します。
　2月に取引先である四国アイティサービスの尾
崎様のご紹介で入会させて頂きました。石川県
生まれの兵庫育ちで大学卒業後2社で営業とし
て勤め、転職をして株式会社アレクソン3年目に
なります。

　1年目の時に尾崎様と出会い尾崎本部長
にはスパルタで教育を受けております。その
鬼よりも怖い尾崎本部長がスパルタで教育
を受けている唯一無二の場と聞いて興味を
もち今回入会させて頂きました。
　まだまだ人間的にも精神的にも若輩者で
はございますし普段関西在住ということもあ
り毎週参加はできないですがたくさんの出
会いを通して自身の成長と勉強に繋げたい
と思っております。よろしくお願い致します。

に住み暮らす人の営みによって成り立つと考えてい
ます。そして「家や建物を持つ」つまり建設に向き合
う瞬間は、どのような人でも、その人生の中で重要
なポイントになるタイミングです。つまり人生をかけ
た決断となるのです。
　私は顧客の方々の夢への挑戦という大切な決断
を預かり、それが大きく花開くように寄り添い、導い
ていかなくてはいけないと考えています。１つ１つの
建設工事にはドラマがあります。色々な展開を経て
も、そのドラマのエンディングは全て幸せなものに
していく！それが谷口建設興業のプライドでもある
と私は考えています。
　一人でも多くの皆様の夢の実現に向けて、また地
域に愛される企業となれるように、頑張って参りま
す。

　趣味の話：趣味は仕事と言いたいところで
すが、唯一の趣味はバイクのメンテナンス。嫁
からツーリングは禁止されているため、ここ10
年ほど移動手段としてバイクに乗っています。
バイクの話になると止まらないので、これくら
いに。。。

　仕事の話：23歳から起業して紆余曲折の末40歳でたどり着いたの
が、介護の仕事でした。人生の分岐点に差し掛かり、家族が嫁一人と
いうこともあり、自分のためではなく人の為にために生きる仕事をし
てみたいと思い、一般社団法人を設立しました。設立7年目になります
が、おかげさまで良い職員に恵まれどうにか運営できています。この
介護事業を運営していくことで組織づくりの及び人財の採用・育成の
仕組みの重要性を痛感しました。特に会社に必要な人財を育成する
には採用方法で決まると考え、日々試行錯誤しているところです。そ
して、法人設立7年目を迎えたこの2020年6月に施設を移転し、無事
に『新たな門出』を迎えられました。
追伸：新たにウイルス対策関連事業を7月立ち上げに向けて準備中です。
　倫理の事：初心に帰って法人及び自分自身が10年後にできること
（社会貢献等）・しなければならないこと（後継者の育成等）を気づか
せていただけるきっかけをいただけることを期待します。


