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●会長挨拶

「田村神社とともに１５周年」

2005年4月13日に香川県高松南倫理法人会は、十河正信初代会長（現

相談役）が中心となり設立し、2020年4月13日に15周年を迎える事が出来

ました。

私は2018年9月から7代目会長を拝命し、役職者と共に倫理活動に励ん

でおります。その活動として一番力を入れているのは、モーニングセミナー

です。モーニングセミナー会場では、来場していただいた皆様が快適に学

んでいただけるよう、凛とした会場づくりを心がけています。会場の前後に

糸を張って、正確に椅子を整列したり資料をそろえたりしています。また、

セミナーの後は美味しい手作り朝食でのおもてなしをしています。

モーニングセミナーは毎週木曜日の朝6時より、高松市中部に位置する田

村神社の敷地内会館にて行っております。田村神社は名神大社三社の一

つで、讃岐国の一宮として毎年大勢の初詣参拝客で賑わいます。大変歴史

のある神社で、現在まで伝わる「田村神社古神宝類」は国の重要文化財に

指定されています。このパワースポットにて、設立当初のテーマ「絆」を受け

継いで、いつ来ても皆様が元気で明るく学べる場所として、時には時代の変

化にあわせ柔軟に対応しながら、モーニングセミナーを開催してきました。

これからも沢山の経営者の方に学んでいただき、家庭・会社・従業員が

幸せになる倫理を実践してもらえる場を作り続けて行きたいと思いますの

で、今後ともよろしくお願いいたします。

香川県高松南倫理法人会

稲澤 信幸会長
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●歴代会長

2007年9月1日～
2009年8月31日

2009年9月1日～
2011年8月31日

2011年9月1日～
2013年8月31日

ふんわりとやわらかで何のこだわりも不足もな
く、澄み切った張り切った素直な心で毎日を過ご
されている倫友の躍動な働きにより、設立15周
年を迎えました。本当にありがとうございました。
平成17年4月13日設立式典 山口秀雄研究主席
を迎えての「日本創生の心」。打つ手は無限の記
念講演。そうして平成18年4月12日 第1回倫理講
演会 櫻井茂利様「受けて立つ」。調査・分析・決
断・準備・行動をし、何事も一歩先に出ることを指
導していただきました。吉川和儀近畿地方面長
「日本創生の心」。きずな、人と人との断つことの
できない繋がり離れがたい結びつき、「夫婦」の大
切さを教えていただきました。この3人の方の教え
が高松南倫理法人会のモーニングセミナーの基
本理念（①日本創生②環境問題③絆④健康⑤
経済⑥歴史⑦人脈）となっています。サブテーマ
は①ぶれない②つなぐ③つづける④ひろげる⑤
育む⑥みんなでつくる⑦絆です。特に大切にして
いることは「ぶれない」ことです。ここで日本創生
の歴史の歩みについて丸山理事長の書籍を参考
にして、これから1400年に向かう日本創生「序」、
第1：新世発見、第2：万人幸福の栞、第3：真人生
成就をバイブルとして他者と仲良くし、物を大切に
し、祖先を敬い万象を肯定し万事に感謝し日々研
鑽していかねば。「日本創生」倫友の皆様の心に
よりそって一歩一歩進み、まずは家庭円満、職場
地域の発展に寄与していきます。これからも倫友
の皆様の力添えよろしくお願いします。

二代目は世間で兎角言われるが、私にとってはすばらしい役
員や会員の皆様に支えられた2年間でした。役員辞令交付式
での会長就任決意表明で「有能な役員の方々におんぶされ、
だっこされ、飴玉もなめさせていただきのんびり努めたい」と言
ったことを覚えています。
モーニングセミナーはテーマを『健康・経済・歴史』とし、副会

長の太田さんに講話者選びで大変ご苦労をかけました。お陰
様でモーニングセミナー出席者数全国トップ10入りを達成する
ことが出来ました。
「絆」の創刊号発行に関しては、広報委員長の猪子さんに全て
を依頼し、“さすがプロ”と感服したものです。その「絆」もさらに充
実し第42号からカラー刷りになり会員の皆様に喜ばれています。
倫理経営講演会では、全役員がそれぞれの役割を分担し

て大盛会裡に実行することが出来ました。
又、モーニングセミナー後の手作り朝食会も、天野さん中心

に田村神社会館の方々のご協力もあり大好評で全国的に評判
になり現在も続いております。感謝に堪えません。
以上は高松南倫理法人会10周年記念誌に寄稿した書き出

しですが、あれから5年経ち設立15周年を迎えた現在お世話
になった初代会長の十河さん、太田さん、天野さん、三代目をお
願いした森さん皆年令を重ねた今も倫友として倫理運動を推
進しており、改めて感謝しております。
我が倫理法人会が15周年を迎えるにあたり特筆すべきは、

初代会長から現七代目会長まで全員欠けることなく会員として
倫理を学び実践していることです。これぞ純粋倫理の真髄だと
確信するところであります。
倫友の皆様、今後とも共に学び実践し、家庭を良くし企業を

活性化し、地域社会の発展に貢献しようではありませんか。

『縁』縁とは不思議で、人の一生を左右する。私は初代会
長、現相談役の十河さんとは旧友であり、球友でもありました。
ある時、十河さんから倫理法人会を新しく設立してその会場を
田村神社会館にしたいとの相談がありました。田村神社は私
の氏神さまでもあり、長年に亘って修復に携わっている私の勉
強の場でもありました。そこが会場となるならぜひ入会したいと
私から願い出て、高松東倫理法人会に入会、そして翌月の平
成16年8月11日の開設時に香川県高松南準倫理法人会に移
籍しました。今年の4月13日に15周年を迎えます。会員数も若い
人達の尽力で200社を超え、全国でも注目される単会に成長し
ています。私もそんな誇れる会の一員としてモーニングセミナー
には楽しく参加しております。これも田村の神さまや十河さん、
そして多くの会友とのご縁のお陰と感謝しております。最近こ
んな事がありました。阿波池田からよくモーニングセミナーに参
加してくれている方との会話で、国分寺の出身であることや旧
姓を伺いました。私も国分寺の同じ姓の知り合いの話をしたと
ころ「それ、私の兄貴や。12年前に亡くなった。」と、弊社がPC・
CADを最初に導入した時お世話になった機器販社のHさん
でした。それ以来Sさんとは身近な関係となり、よく語り合う関係
が続いています。ちょっとした縁で人間関係も変わるものです。
話を田村神社に戻します。北参道に大鳥居を作る依頼が私

の田村神社での初仕事でした。後世に残る本格的な明神鳥
居を作るのが私への使命と真剣に取組みました。資料を収集
しようとするが、当時は大鳥居の資料もなく悩み苦しんだのを
今でも覚えています。技術的なことは克服できても形状バラン
スの決め手になるものは見つかりません。日本の伝統建造物の
決め手を示す、規矩術という基準に従って描いても、貧弱でバ
ランスが悪い。大型鳥居には通用しない事に気づき、柱の径を
1.36倍とし、他の部分もそれに準じたのが、今建っている北参
道大鳥居です。これがご縁となり、田村神社との関係は今も続
いており40年を過ぎました。縁は人生を変える分かれ道となりま
す。齢77年、余生を多くの方との縁を大切にし、悔い無き人生
を楽しみたいと望んでいます。感謝 

香川県高松南倫理法人会設立15周年 誠におめで
とうございます。
私は2011年から2013年の2年間、4代目の会長として

就任させて頂きました。
活動方針として引き続き取り組んだことは、「モーニン

グセミナーの充実」、「一人一役の実践」を行い、会員
間の和を図ると共に、新入会員の倫理運動の基本理念
と知識の習得及び委員会運営の充実を活動方針に取
り組んで参りました。そして組織体制は、“世代交代の時
期”と言われ、経験豊富な役員、委員長の方々が新役
員に代わり、新体制でのスタートとなりました。新たな試
みとしまして、まず新入会員オリエンテーションを年4回
開催して学びの場を提供し、新入会員をはじめ、役員、
スポンサー会員との信頼ある絆づくりを行いました。
また、月１回の役員会の充実を図るため、１週間前には
委員長会議を開催し、そこで歴代会長をはじめ経験
豊富な役員から貴重なご意見を頂きながら、より良い
事業の推進に努めることができました。こうした新たな
試みは、私を初め新役員にとっても学びの場になった
ようです。
新年度がスタートする前には富士高原研修センター

の経営者セミナーに参加し、恩の遡源を学びました。
高松南倫理法人会を継続繁栄する為には“本を忘れ
ず、末を乱さず”諸先輩方との繋がりを第一に考え、
初代十河会長の合言葉「ぶれない・続ける・絆」で皆様
方と繋がっていく実践を学ぶことで、絆を深めることがで
きたことにも感謝致します。
最後に高松南倫理法人会の継続繁栄の為には「さ

らなる“新”に挑む」ことです。何を変え、何を変えてはな
らないかを『上下一心』役職者、会員とともに考え、高松
南倫理法人会の発展に寄与して頂きますよう心よりお
祈り申し上げます。

初心忘るべからず

二代目会長

細川  修吾

継続することのすばらしさ

三代目会長

森　勝一

縁は人生を変える分かれ道

四代目会長

松熊　秀樹

さらなる“新”に挑む

初代会長

十河　正信
2004年8月11日～
2007年8月31日
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香川県倫理法人会

松熊 秀樹会　長

五代目会長

礒村　安倫
2013年9月1日～
2016年8月31日

2016年9月1日～
2018年8月31日

香川県高松南倫理法人会１５周年おめでとうござ
います。2013年から2016年会長を3年間させていた
だきました礒村 安倫です。私は３年間何をしたかとい
えば何をしたのかなと自分に問いかけるほど無我夢
中で走った３年間でした。最初の一年はほとんど各委
員会のベテラン委員長さんに助けてもらい、入会して
間もない３０代後半から４０代前半の若い新入会員さ
んを副委員長に育てていただきました。二年目はその
副委員長に頼んで委員長になってもらい委員会活動
の基本を学んでいただきました。三年目にはもうベテラ
ンとなり、年齢は若いが能力の高い委員長に成長した
稲澤さんや溝渕さんや北谷さん等多くの方々に委員
会活動の充実と新しい波を起こしていただきました。
やはり時代を変えるのは、全く違った価値を持った『よ
そ者』・やると決めたことを一心不乱にやり抜く『ばか
者』・そして全く何にも染められていない『若者』だと
確信しました。
そのような充実した委員会活動を基盤に高松南倫

理法人会の活力あるモーニングセミナーがあります。
みなさん一人ひとり何ができるのかを自ら考えてやれ
る範囲で全力を尽くす喜びと連帯感これが高松南倫
理法人会の強みだと言えます。また会長と心を合わ
せ、環境を作り、モーニングセミナーに参加することで
成長できる『場』として続いているからこそ今日１５周
年を迎えることができたのです。しかし１５周年は新た
な目標の為の出発でもあります、目的であるさらなる価
値ある高松南倫理法人会に会員さんみなさんで育っ
て成長させ、次の世代へつないでいく新しい目標が
出来た１５周年だと信じています。

香川県高松南倫理法人会設立15周年、おめでと
うございます。
2016年9月1日～2018年8月31日の2年間の活動方

針としては、モーニングセミナーの活性化を図ることが
重要という事で、「明るく・楽しく・ためになる」モーニン
グセミナーを目指して活動を行ってきました。モーニン
グセミナーに参加していただいた会員さんが、「来て
よかった」、「元気をもらえた」と思っていただけるよう
な場作りを役員の皆さんと一緒に心掛けてまいりまし
た。また、モーニングセミナー参加人数を増やしていく
ために、モーニングセミナー委員長にご協力いただい
て、各会員さんへ電話や訪問等でモーニングセミナー
のお誘いを行いました。初めて参加されるゲストの方
が一人になってしまわないように、SNS等を活用して
事前にゲスト情報を共有し、全員で「暖かいおもてな
し」でお世話役に徹する事を実践してきました。
また、高松南名物の手作り朝食に関しては、月に1
回男子ご飯チームを作り、男性会員が中心となって朝
食づくりを行い、いつも朝食を作っていただいている
女性会員さんに少しでもモーニングセミナーに参加い
ただけるようにしたり、朝食時にゲスト参加の方を中心
に、モーニングセミナーの感想を発表していただく時
間を作ったりしました。
この会長のお役をいただいた2年間は、大変でした

が学び多き2年間でした。これも歴代会長はじめ役職
者の皆さま、また会員の皆さま方のご協力があったか
らこそだと思います。改めて御礼申し上げます。
設立20周年に向けて、みんなで盛り上げていきま

しょう！！

15周年からの新たな出発

六代目会長

内海　信一

明るく・楽しく・ためになる

高松南倫理法人会の設立15周年、誠におめでとうございます。

貴会は平成17年4月13日に初代の十河正信氏が就任し、香川県

7番目の拠点として産声を上げられました。それ以来、「一人一役の

役割分担」という活動方針にもとづき、あたたかな絆のある組織活

動を心がけ、その実践として先輩後輩ともに一丸となってモーニング

セミナーの活性化に挑み続けてこられました。また、モーニングセミナ

ーが凛とした雰囲気で行われた後には、手作りの料理と共に朝食会

で参加者をもてなすなどさまざまな形で、たてよこ十字の愛和の実践

に精励し、今日に至られました。こうした質実堅固な組織基盤を築い

て来られましたのは、十河氏をはじめとした歴代会長や役員、会員

の皆様のご尽力に他なりません。長期間にわたり真心を結集し、

会発展に携わって頂きましたことに厚く御礼、感謝を申し上げます。

大変動の時代にあるがゆえに、いよいよ熱意と勇気をわきたたせ、

倫友と共に日本創生への道を邁進してまいりましょう。皆様の歩みが

今後も地域の人々に伝わり、さらに全国倫理法人会の牽引役にまで

高まりますよう大いに期待しております。

皆様方には記念すべき15周年を契機に純粋倫理に根ざした経

営を実践する企業の輪を拡げられ、全ての人々が笑顔で暮らせる

社会づくりに一層のご尽力を頂きますようお願いいたします。

高松南倫理法人会の今後益々のご発展と会員皆様のご健勝、

ご活躍をお祈り申し上げましてお祝いの言葉とさせていただきます。

●祝辞
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松本　光司方面長

一般社団法人倫理研究所　
法人局　普及事業部　中国・四国方面　

会長

稲澤　信幸
副会長

三好　正人
副会長

萩池　義信
専任幹事

溝渕　弘起
副専任幹事

楠木　泰二朗

事務長

渡邊　恵子
副事務長

宮谷　卓也
監査

猪子　進
監査

上村　光男
普及拡大委員長

山本　誠一郎

モーニングセミナー委員長

荻生　幸裕
研修委員長

森田　浩之
朝礼委員長

溝淵　太一
広報委員長

樋口　満
女性委員長

溝渕　邦子

青年委員長

小西　卓朗
後継者倫理塾

渡邊　恵子
特別顧問

西村　泰昌
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令和2年度　香川県高松南倫理法人会役職者

会長

松熊　秀樹
副幹事長

兼間　達郎
東讃地区地区長

内海　信一
後継者倫理塾塾長

礒村　安倫
モーニングセミナー委員長

尾崎　和憲

モーニングセミナー副委員長

井角　文洋
青年委員長

赤松    諭

県 役 職 者

幹　事

宮内　利弘　　
安川　清二　　
天野　サヨ子　　
太田　光夫　　
西岡　章夫　　
古川　芳一　　
細井　香　
廣重　由美子　　
鵜川　秀樹　　
千馬　俊雄　　
穴吹　和紀　　
中城　武弘　　
岩部　昭浩　　
公文　健二　
太田　享佑　　
杉本　昌弘　　
地良田　大介　　
中村　陽介　　
髙木　経隆　　

三好　東曜　　
新居　美帆　
吉田　圭子　　
北谷　勇雄　　
山本　祐規子　　
礒村　諭治　　
武田　樹市朗　　
黒川　保　　
角野　智昭　
皆川　光彦　　
内田　貴也　　　
西山　路恵　　
木村　祐貴　　
川添　信輔　　
古井　和貴　　
安岐　一男　　
西村　幸子
鴻上千恵子

相談役

十河　正信
細川　修吾

森　　勝一

顧　問

小川　淳也
竹本　敏信

松本　公継

法人レクチャラー

松熊　秀樹 礒村　安倫

高松南倫理法人会が設立15周年の節目を迎えられましたこと、

誠におめでたく心よりのお祝いを申し上げます。

平成17年4月13日、十河正信氏を初代会長に県内7番目の拠点と

して力強いスタートを切って以来、基本に沿った丁寧な活動を展開

し、対象地域に多くの倫理経営実践者を輩出されてきたことは、

他の単位倫理法人会の模範と言っても過言ではないでしょう。また

その間、現在の稲澤信幸会長をはじめとする歴代の会長とそれを

支えてこられた役職者の皆様が、寸暇を惜しんでご尽力をいただい

たことにも心より感謝を申し上げます。

さて日本では古来より男子の成人年齢はおよそ15歳でした。いわ

ゆる「元服の儀」を済ませると一人前の大人と扱われるようになるの

です。すでに貴会の活動は「一人前」の領域に達しているものと思

われますが、この15年を契機に益々の活性化を図り、地域になくては

ならない頼りにされる組織へと更なる進化を遂げていただきたいと

思います。

私たちが学ぶ純粋倫理における周年を祝う意義は「事業の継続

発展を祝う」、「これまでに携わった多くの方々に感謝の真心を捧げ

る」、「原点に立ち返って過去の歩みを総点検し、未来への第一歩

を踏み出す」の３つになります。あらゆる領域で変革・反転が起きる

大変動の時代を生き抜く私たちにとってこの記念の節目は、まさに絶

好の学びの場とも言えます。

このたびの周年記念が、高松南倫理法人会の倫友諸氏にとっ

て、新たな一歩を踏み出す好機となりますよう祈念申し上げお祝い

のメッセージといたします。

●祝辞
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▲第3回バンズの会
   2009年10月23日

▲開設式典  
   2004年8月11日

●香川県高松南倫理法人会15年のあゆみ

２００９年

２０１０年

　　〃

　　〃

　　〃

2011年

　　〃

　　〃

　　〃

2012年

　　〃

　　〃

　　〃

2013年

　　〃

１０月２３日

８月２８日

9月9日

９月２４日

１０月２６日

８月２７日

９月１７日

9月

１０月２日

6月

８月３日

８月２６日

9月13日

４月２８日

７月２６日

第3回　バンズの会
①ゴルフ大会（高松グランドカントリー）
②ボーリング大会（太洋ボウル）
③懇親会（銀波亭）

第1回　家族交流会
場所：オークラホテル高松（ビアガーデン）

モーニングセミナー第300回
講師：西村ジョイ(株)　代表取締役社長　
西村泰昌氏　（出席者８９社１１４名）

新旧役員交流会　場所：和幸

第4回　バンズの会
①ゴルフ大会　場所：鮎滝カントリークラブ
②ボーリング大会　場所：T.T.BOWL
③懇親会　場所：La’なら

第2回　家族交流会
場所：オークラホテル高松（ビアガーデン）

新旧役員交流会　場所：和幸

「絆」発行　年４回（９．１２．３．６月）に変更

第5回　バンズの会
場所：ふじかわ牧場（塩江）

モーニングセミナー全国ランキング第3位

新旧役員交流会　場所：ザ・チェルシー

第3回　家族交流会　バーベキュー　
場所：香東川成合河川敷

モーニングセミナー第400回
講師：松下電器産業（株）元副社長　
田中宰氏　（出席者１４５社１６３名）

第6回　バンズの会
場所：城東町町並み散策と温泉日帰り（岡山県）

新旧役員交流会　
場所：ザ・チェルシー

▲倫理経営講演会
   2010年1月27日

▲第300回モーニングセミナー　
   2010年9月9日

▲地域貢献　田村神社境内の清掃
   2011年12月15日

▲新年式
   2012年1月5日

2004年

　　〃

2005年

２００６年

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

2007年

　　〃

　　〃

　　〃

２００８年

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

2009年

5月24日

8月11日

4月13日

６月３日

8月24日

９月３０日

１２月１９日

１２月28日

4月8日

9月

11月

９月２５日

1月9日

４月

8月28日

９月２０日

10月

10月24日

９月２８日

開設実行委員会　場所：二蝶

高松南準倫理法人会　開設（54社）
場所：田村神社会館

高松南倫理法人会　設立（103社）
場所：高松国際ホテル

第1回　新入会員オリエンテーション
場所：マツノイパレス

モーニングセミナー第100回
講師：香川県立中央病院泌尿器科部長　
朝日俊彦氏　（出席者９３社１１７名）

新旧役員交流会　場所：和幸

忘年会　場所：とかめ

もちつき（以降毎年開催）　場所：田村神社会館

第1回　バンズの会　ゴルフコンペ
場所：鮎滝カントリークラブ

皆勤賞　授与

役割分担制　実施

新旧役員交流会　場所：和幸

ご祈祷　場所：田村神社（以降毎年開催）

「絆」創刊号発行　９月と３月の年２回発行

モーニングセミナー第200回
講師：カマタマーレ讃岐　監督　羽中田昌氏
（出席者８８社１５５名）

新旧役員交流会　場所：La’なら

ＭＳちらし発行（以降毎月発行）

第2回　バンズの会　ゴルフコンペ
場所：鮎滝カントリークラブ

新旧役員交流会　場所：和幸

▲設立式典  「認可書」授与　
   2005年4月13日

▲モーニングセミナー出席者の方 と々　
   2005年9月29日

▲倫理経営講演会　
   2008年5月21日

▲新入会員オリエンテーション
   2009年8月1日
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▲もちつき
　2012年12月27日

▲新年式・お祓いの後、田村神社本堂前で
　2013年1月10日

▲新旧役員交流会
　2014年9月19日

▲バンズの会
　2014年11月16日

▲高松南倫理法人会設立10周年記念式典
　2015年4月13日

▲倫理経営講演会
　2015年5月13日

▲白い行動旗授与
　2014年9月1日 ▲バンズの会（卓球大会）

　2015年11月22日

▲家族交流会　地引網とバーベキュー
　2016年8月28日

▲第600回モーニングセミナー
　記念ナイトセミナー
　2016年9月21日

●香川県高松南倫理法人会15年のあゆみ

2013年

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

2014年

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　

　　〃

　　〃

　　
　　〃

　　〃

2015年

　　〃

　　〃

８月１８日

9月

10月

１１月１０日

11月

12月

1月

2月

6月

８月３１日

8月

9月1日

９月１９日

9月11日

１１月１６日

11月

4月１3日

5月１3日

7月9日

第4回　家族交流会
バーベキュー  場所：香東川成合河川敷

モーニングセミナー全国ランキング第3位

モーニングセミナー全国ランキング第2位

第7回　バンズの会  
場所：出雲大社と蟹懐石・島根ワイナリー日帰り

モーニングセミナー全国ランキング第2位

モーニングセミナー全国ランキング第2位

モーニングセミナー全国ランキング第3位

モーニングセミナー全国ランキング第3位

モーニングセミナー全国ランキング第3位

第5回　家族交流会
場所：ふじかわ牧場（塩江）

モーニングセミナー全国ランキング第3位

白い行動旗授与
モーニングセミナー年間平均参加社数
当該単会部門全国第３位

新旧役員交流会　場所：ザ・チェルシー

モーニングセミナー第500回
講師：徳武産業（株） 代表取締役　
十河孝男氏 （出席者９３社１０４名）

第8回　バンズの会
場所：津山と湯郷温泉日帰り（岡山県）

モーニングセミナー全国ランキング第3位

高松南倫理法人会設立10周年記念式典
場所：田村神社会館

倫理経営講演会
場所：田村神社会館

新入会員オリエンテーション
場所：ラ・トラッターレ

2015年

　　〃

　　〃

　　〃

　　
　　〃

2016年

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　
　　〃

　

7月24日

8月29日

10月9日

11月22日

12月4日

2月17日

3月16日

5月25日

7月30日

8月28日

9月1日

9月21日

9月22日

10月22日

新旧役員交流会
場所：ザ・チェルシー

家族交流会
場所：やしま第一健康ランド

新入会員オリエンテーション
場所：和幸

バンズの会
卓球大会　場所：高松市香川総合体育館
懇親会　場所：和幸

忘年会
場所：ホテルセカンドステージ

新入会員オリエンテーション
場所：ザ・チェルシー

特別ナイトセミナー
「輝く自分ブランドの創造」講師：辰巳明弘氏
場所：田村神社会館

倫理経営講演会
場所：田村神社会館

新入会員オリエンテーション
場所：和幸

家族交流会　地引網とバーベキュー
場所：ベッセルおおち

白い行動旗授与
モーニングセミナー年間平均参加社数
当該単会部門全国第３位

第600回モーニングセミナー記念ナイトセミナー
「日本の先人たちの生きざま・台湾編」
講師：李久惟（ジョー・リー）氏 場所：田村神社会館
（出席者97社111名）

モーニングセミナー第600回
「世界から見た日本・台湾編」
講師：李久惟（ジョー・リー）氏 場所：田村神社会館
（出席者105社114名）

新入会員オリエンテーション
場所：和幸
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▲家族交流会
　2017年8月11日

▲新旧役員交流会
　2017年8月25日

▲倫理経営講演会
　2018年5月23日

▲家族交流会
　2018年8月12日

▲第700回経営者モーニングセミナー
　2018年9月27日

▲バンズの会
　2018年10月21日

▲特別モーニングセミナー
　2019年3月7日

▲地域貢献活動
　2019年5月16日

▲経営者の集い
　2019年11月6日

▲新入会員オリエンテーション
　2019年10月18日

●香川県高松南倫理法人会15年のあゆみ

2016年

　　〃

2017年

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

      〃

　　 〃

　　
　　〃

2018年

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

10月30日

11月25日

3月10日

5月24日

7月23日

8月11日

8月25日

10月29日

11月12日

12月8日

2月23日

5月17日

5月23日

6月24日

8月12日

8月24日

バンズの会
ボウリング大会　場所：太洋ボウル
懇親会　場所：トマト&オニオン

忘年会
場所：ザ・チェルシー

新入会員オリエンテーション
場所：和幸

倫理経営講演会
場所：田村神社会館

新入会員オリエンテーション
場所：武道館

家族交流会
場所：（株）電工社エンジニアリング　本社

新旧役員交流会
場所：ザ・チェルシー

新入会員オリエンテーション
場所：武道館

バンズの会
ボウリング大会　場所：太洋ボウル
懇親会　場所：トマト&オニオン

忘年会
場所：ザ・チェルシー

新入会員オリエンテーション
場所：和幸

普及目標達成決起集会・合同委員会
場所：韓国料理　双六

倫理経営講演会
場所：田村神社会館

新入会員オリエンテーション
場所：武道館

家族交流会　一龍と湯の郷温泉日帰り旅行
場所：岡山県

新旧役員交流会　
場所：ザ・チェルシー

2018年

　　

　　〃

　　〃

　　〃

2019年

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

9月27日

10月21日

11月１8日

12月6日

3月7日

　

3月20日

5月22日

7月21日

8月4日

8月23日

10月18日

11月6日

11月17日

12月2日

モーニングセミナー第700回
「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」
講師：十河正信氏　　　場所：田村神社会館
（出席者155社177名）

バンズの会
場所：セカンドステージ（塩江町）

新入会員オリエンテーション
場所：武道館

忘年会
場所：ザ・チェルシー

特別モーニングセミナー
講師：　　　　丸山敏秋 理事長
場所：田村神社会館
（出席者199社219名）
平成31年3月度モーニングセミナー
平均参加社数・人数　全国第1位

新入会員オリエンテーション
場所：和幸

倫理経営講演会
場所：田村神社会館

新入会員オリエンテーション
場所：武道館

家族交流会
場所：セカンドステージ（塩江町）

新旧役員交流会　
場所：ザ・チェルシー

新入会員オリエンテーション
場所：ささや

経営者の集い
場所：ホテルマリンパレスさぬき

バンズの会　場所：女木島

忘年会　場所：ささや

一般社団法人
倫理研究所

※行事はランダムに抜粋して掲載しています。
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●香川県高松南倫理法人会15年の思い出アルバム

▲高松南準倫理法人会開設式典　
　2004年8月11日

▲朝礼研修　2009年2月4日 ▲倫理経営講演会　2009年4月22日 ▲田村神社にて祈祷　2012年1月5日 ▲新年式・祈祷後田村神社本殿前で　2012年1月5日

▲倫理経営講演会　2009年4月22日 ▲経営者の集い　2009年6月3日 ▲朝食風景　2009年7月30日 ▲家族交流会　2012年8月26日 ▲家族交流会　2012年8月26日 ▲新年式・祈祷後田村神社本殿前で　
   2013年1月10日

▲親睦会　2009年8月29日 ▲モーニングセミナー参加者数
　全国5位　2009年11月

▲新入会員オリエンテーション　2010年6月12日 ▲新旧役員交流会　2013年7月29日 ▲バンズの会　2013年11月10日 ▲忘年会　2013年12月20日 ▲新年式　2014年1月9日

▲300回記念モーニングセミナー
　2010年9月9日

▲300回記念モーニングセミナー後の
    朝食風景　2010年9月9日

▲バンズの会　2010年10月26日 ▲忘年会　2010年12月10日 ▲倫理経営講演会懇親会　
   2014年3月19日

▲新入会員オリエンテーション　
   2014年7月26日

▲家族交流会　2014年9月1日

▲新年式・祈祷後田村神社本殿前で　2011年1月6日 ▲新入会員オリエンテーション
　2011年2月4日

▲バンズの会　2011年10月2日 ▲500回記念モーニングセミナー
　2014年9月11日

▲モーニングセミナー終了後　2014年9月25日 ▲役員朝礼　2015年2月12日



17 18

●香川県高松南倫理法人会15年の思い出アルバム

●会報「絆」の発行

▲高松南倫理法人会設立10周年記念式典
　2015年4月１3日

▲新入会員オリエンテーション
　2015年7月9日

▲新旧役員交流会　2015年7月24日 ▲家族交流会   2015年8月29日

▲忘年会  2015年12月4日 ▲倫理経営講演会    2016年5月25日 ▲新入会員オリエンテーション
   2016年7月30日

▲バンズの会（ボウリング大会）
   2016年10月30日

▲新入会員オリエンテーション 
   2017年3月10日

▲倫理経営講演会  2017年5月24日 ▲バンズの会（ボウリング大会）
   2017年11月12日

▲忘年会   2017年12月8日

▲新入会員オリエンテーション
　2018年6月24日

▲新旧役員交流会
    2018年8月24日

▲新年度最初のモーニングセミナー　2018年9月6日

▲年末恒例　餅つき　2018年12月27日 ▲倫理経営講演会　2019年5月22日▲新入会員オリエンテーション
　2019年3月20日

▲新入会員オリエンテーション
　2019年7月21日

▲家族交流会　2019年8月4日 ▲バンズの会　2019年11月17日▲年間皆勤賞18名　2019年8月29日

24号（2015年6月） 25号（2015年9月） 26号（2015年12月）

27号（2016年3月） 28号（2016年6月） 29号（2016年9月） 30号（2016年12月） 23号（2015年4月13日） 31号（2017年3月） 32号（2017年7月） 33号（2017年10月）

37号（2018年10月）

42号（2020年1月） 44号（2020年4月13日）43号（2020年4月）

34号（2018年1月） 35号（2018年4月） 36号（2018年7月）

39号（2019年4月）

38号（2019年1月）

40号（2019年7月） 41号（2019年10月）

絆創刊号（2008年4月） 2号（2008年9月） 3号（2009年3月） 4号（2009年9月） 5号（2010年3月） 6号（2010年9月） 7号（2011年3月） 8号（2011年9月） 9号（2011年12月）

10号（2012年3月） 11号（2012年6月） 12号（2012年9月） 13号（2012年12月） 14号（2013年3月） 15号（2013年6月） 16号（2013年9月） 17号（2013年12月）

21号（2014年12月） 22号（2015年3月）

18号（2014年3月）

19号（2014年6月） 20号（2014年9月）

香川県高松南倫理法人会 
設立15周年記念誌

〒760-0066　
高松市福岡町二丁目3番4号　
ホテルマリンパレスさぬき内
te l . 087-813-1631　
fax.087-813-1632
mail:rinri-kt@shikoku.ne.jp

発行：香川県高松南倫理法人会

発行年月日：令和2年4月13日
編集：香川県高松南倫理法人会　
        広報委員会　


