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▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

会長挨拶
　この度、令和3年度高松南倫理法人会第8代目会長を拝命いたしま
した三好正人です。どうぞよろしくお願い致します。
　高松南倫理法人会は16年目を迎えます。この15年間で、モーニン

グセミナー参加社数全国3位になったり、毎回70社程の参加を頂けるような全国でも有
数の単会となっております。初代十河会長から7代目稲澤会長まで歴代会長が会員の皆様
方との絆を深めてこられたからこそここま
での単会になったのだと思います。
　歴代会長が大切にされてきた「絆」を大
切にし、次に繋げていくのが私の役目と
思っております。楽しく倫理を学べるモー
ニングセミナーにして、企業や家庭に倫理
を広めていければと思いますので、皆様方
ご協力のほど宜しくお願い致します。

香川県高松南倫理法人会

会長　三好　正人

【記念講演】
  滋賀県倫理法人会 副会長（前会長）
（株）クオリティライフ 代表取締役

香川県高松南倫理法人会「設立15周年記念式典」「設立15周年記念式典」「設立15周年記念式典」

　香川県高松南倫理法人会設立15周年記
念式典が、7月13日（月）に行われました。
　第二部は、最初に歴代会長表彰を行な
い、初代会長 十河正信様、二代目会長 細
川 修吾様、三代目会長 森 勝一様、四代目

会長 松熊 秀樹様、五代目会長 礒村安倫様、六
代目会長 内海 信一様に感謝状と花束が贈られま
した。その後一言お言葉をいただき、記念撮影を
して終了しました。
　続いて記念講演として、滋賀県倫理法人会 副会長、(株)クオリティライフ 代表取締
役の能登清文様の講話がありました。テーマは「人間繁盛、商売繁昌への実践～幸せ
な人生を創る大自然の法則～でした。15周年にふさわしい記念講演となりました。
　最後になりますが、式典には140名もの出席をいただき、誠にありがとうございまし
た。次の20周年に向けてさらなる飛躍の誓いを込めた式典になりました。

令和3年度 新旧役員交流会新旧役員交流会新旧役員交流会

令和2年度＜第2回＞ 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新入会員オリエンテーション

能登　清文氏

　令和2年度の第2回新入会員オリ
エンテーションが7月17日（金）、田
村神社会館で行われました。山本誠
一郎普及拡大委員長の進行で、ま
ず稲澤信幸会長の挨拶の後、新入
会員の紹介がありました。
　その後、森勝一相談役の講話が
ありました。建築の世界に入っての
苦労話や、倫理との出会いをお話し
いただきました。講話後は、溝渕弘

起専任幹事の詳しい活動説明があ
り、オリエンテーションが終了しま
した。新入会員の皆さん、倫理を勉
強して、仕事に、家庭に役立ててく
ださい。

【日時】　7月17日(金) 18：00スタート
【場所】   田村神社会館
【参加】　新入会員10名、役職者27名、講師（計38名）

【日時】　8月21日(金) 18：00スタート
【場所】   ザ・チェルシー
【参加】　第1部42名、第2部37名（計43名）

令和2年度 稲澤信幸 会長

令和3年度 三好正人会長

森勝一 相談役

溝渕弘起 専任幹事

　8月21日（金）、ザ・チェル
シーにて、高松南倫理法人会
の新旧役員交流会が行われ
ました。山本誠一郎令和3年
度専任幹事の進行で、まず令
和3年度三好正人会長より活
動計画についての説明があり
ました。

　その後、各委員会に分けての分科会があり、委員会内で
の活動計画を考えました。意見がまとまったところで、各委
員長からの発表があり閉会しました。いろんな議論もあり
中身の濃い交流会になりました。皆様のご協力ありがとうご
ざいました。

【日時】　7月13日（月） 18：00スタート
【場所】   ザ・チェルシー
【参加】　式典140名、講演会146名
              （計151名）
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モーニングセミナー講話者一覧
★6月25日

「人生の行方」
香川県倫理法人会 幹事長
(有)エーティ通信　取締役社長

平賀　伸明

★8月20日

「２年間の専任幹事を終えて」
高松南倫理法人会　専任幹事
株式会社ミゾブチ家具　代表取締役

溝渕　弘起

★8月27日

「カイロスの時を生きる覚悟」
(一社)倫理研究所 法人局 法人スーパーバイザー
愛媛県倫理法人会 相談役
(有)シーアールシー 代表取締役

松本　一志

★9月3日

「令和3年度 会長新任挨拶」
高松南倫理法人会　会長
株式会社三好石材　代表取締役

三好　正人

★9月10日

「先進医療を受けて・・・」
高松三木倫理法人会　幹事
(株)FPパートナー

植田　真理

★9月17日

「ピンチはチャンス！」
チアフルスマイリー　代表

宮本　令子

「令和3年度 専任幹事新任挨拶」
高松南倫理法人会　専任幹事
合同会社Ｒ７　代表

山本　誠一郎

「感謝  挑戦  成長」
高松南倫理法人会　事務長
株式会社ファーストライン　取締役

渡邊　恵子

「役を終えて」
高松南倫理法人会　会長
株式会社稲澤組　代表取締役

稲澤　信幸

★7月2日

「コロナ禍における
     中小企業の資金繰り他」
高松南倫理法人会　会員
生駒学税理士事務所　会長兼所長

生駒　学

★7月9日

「話題のオンラインバスツアー開発の経緯
    ～コロナ禍で生きた倫理塾での学び～」
高松南倫理法人会　副専任幹事
琴平バス株式会社　代表取締役

楠木　泰二朗

★7月16日

「死は生なり」
(一社)倫理研究所　法人局
参事　法人アドバイザー
高松東倫理法人会　相談役
日渉塗料株式会社　代表取締役社長

二川　正志

★7月30日

「地域が厳しいときこそ
               信用金庫の出番」
高松信用金庫　理事長

大橋　和夫

★8月6日

  777回記念モーニングセミナー
「事業継承」
高松南倫理法人会　特別顧問
西村ジョイ(株) ファウンダーズ会長

西村　泰昌

リフレッシュサロンpeopeo

白川　亜弓

5分間会員スピーチ

年間皆勤賞おめでとう！

地域貢献！清掃活動

稲澤信幸様・細川修吾様・森勝一様・松熊秀樹様・内海信一様・猪子進様・
岩部昭浩様・山本誠一郎様・吉田圭子様・武田樹市朗様・尾崎和憲様・森田
浩之様・樋口満様・穴吹和紀様・地良田大介様・山本祐規子様・皆川光彦
様・安岐一男様・美濃隆幸様・柏秀樹様・杉本祐子様・計21人

2020年7月16日（木）
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荻生 幸裕
モーニングセミナー委員長 松熊 秀樹 香川県倫理法人会 会長 森田 浩之 研修委員長

モーニングセミナー7月の月間出席優秀賞を
いただきました、ありがとうございました。

万人幸福の栞 解説者指導者終了おめでとうございます！

モーニングセミナー令和2年度 年間皆勤賞

2020年8月27日（木）
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新 入 会 員 紹 介

ウエルネス
〒761-8047 高松市岡本町644 
TEL：087-885-0864　FAX:087-885-7131

岩部 昭浩

「里山登山しませんか？」
　健康のために始めた山登り。山登りと言っても
里山なんですが…高松南倫理法人会の会場、田
村神社会館から西に車で15分、堂山と言うがあり
ます。この山は360度見渡せる展望が凄くきれい
で多くの人に愛されています。
　餌付けされたヤマガラがいてとっても可愛く、
手に乗って来た時の感動は何とも言えません。

　先日は幸せを運んでく
る青い蜂、ブルービーに
も出会うことが出来まし
た。
　この里山が結構いい
運動、体力測定の目安
にもなります。
　最初は少しきついな

あと思っていたのが続けていくうちにだんだん楽に
感じるようになりました。この適度な運動、健康増
進や若返りも期待できます。体力作り、日頃の仕事
のリフレッシュにぜひ体験してみてください。
　毎月第二土曜日に同好会活動をしています。ご
興味ある方はお問い合わせください。

私 の 趣 味 紹 介

〒761-8061 高松市室新町1900-1
TEL：087-887-8656

山本誠一郎

「趣味はズバリ宇宙開発」
　私の趣味はズバリ「宇宙開発」で
す。驚かれる人も多いかと思います。
　昔から天体・宇宙に憧れていて、子
供のころに見た映画「アポロ１３」に
感銘を受け、自分もこんなロケットや
宇宙船のプロジェクトに関わりたい
な。と想いだけであっという間に時間
は過ぎていきました。

　しかし、チャンスはやってきました。昨年アマチュアでロケッ
ト開発をやっているグループがあることを知り、さっそく仲間に
入れてもらうことができました。
　今は、ロケットに搭載するコンピュータをメインで開発してい
ます。ロケットのコンピュータの目的は、加速度や気圧のログを
取得するのと、最高到達点でパラシュート放出です。
　プログラム作りから、ブレッドボードでの試験、落下試験、実
際に基盤に乗せての製作まで行っています。今後も、仲間を増
やし趣味の領域を超えているすごいモノづくりをしていきたい
と思います。

合同会社R7
〒760-0007 香川県高松市中央町5-19 1F
TEL：087- 837- 8496　Mobile：090-3187-8523
http://office-ueta.com

植田 康広

「がんを治して、笑顔で過ごせる人生を」
　長年、生命保険会社で勤めている間に、いろいろな病
気を見てきました。特に日本人の2人に1人がかかると言
われているがんは、治療方法によって大きな違いが出ま
す。だからこそ、体にやさしく、社会復帰にも支障が少ない陽子線がん治療を、
もっと多くの人に知ってもらい、受けて欲しい。そう願って立ち上げたのが、オ
フィスうえたです。がん治療に向き合う方々のお役にたてるよう、全力で取り組
んでまいります。

オフィスうえた

　「陽子線がん治療という名前は聞いたこ
とがあるけれど内容までは知らない」。「医
療費が高そうだから自分とは関係ない」
など、陽子線がん治療のさまざまな
疑問をはじめ、不安や悩みについ
て、一つひとつ丁寧にお答えし
ていきます。ぜひお気軽に
ご相談ください。

真の楽しみは仕事にある
自分でなければ出来ない仕事がある。
全力を傾けてそれに取り組めば、何事にも
代え難い大きな喜びが返ってくる。

〒761-8041 香川県高松市檀紙町1754-1
TEL：070-5511-4141 Mail:penguin.mobile.8314@gmail.com

中越 鉄也

「格安スマホで家計を助けます！」

ペンギンモバイル四国代理店

　8月に高松南倫理法人会会員となりましたペンギンモ
バイル四国代理店の中越 鉄也と申します。
　まずは自己紹介ですが、出身は坂本龍馬で有名の高
知県で、中越という姓は高知県に多くございます。小学
校入学前に東京都に引っ越しまして学生時代から30歳

前までの22年間は東
京で生活を送っており
ました。その後四国香
川に引っ越してきて今
年8年目となります。
自分で事業をスタート
させる前までは主に
携帯販売や派遣営
業、住宅営業の営業
職に携わりお客様へ
自社の製品を提案し
契約になった時の嬉
しい気持ちとお客様
の笑顔が忘れられず、
経験値もある携帯通
信、中でも格安SIMの

代理店事業を昨年6月にス
タートさせました。
　日本はとかく世界で最も携帯電話代
が高い国であると政府が申し上げている事
は記憶に新しいですね。現在携帯市場寡占
状態の大手3社ご利用の皆様の携帯代は1
台当たり平均8000円から12000円と言われ
ています。携帯電話代が家計費を圧迫して
いるとも言われていますので、皆様の携帯
電話代が高品質低価格でご利用でき家計

費が安く節約になり皆様の笑顔に繋がればこれ程嬉しい事はござ
いません。四国の皆様の携帯電話代が安くなって地域経済活性化
に微力ながらお役に立てるよう全力で頑張って参ります。そしてこ
の倫理法人会のモーニングセミナーでの多くの企業様との触れ合

いや講話で得られるものはビジネ
スとプライベートの人生において自
己成長や自分の在り方を深く考え
る大きな学びの場であると考えて
おります。この場に参加させて
頂いた事に深く感謝し日々
精進して参りますので、
皆様御指導御鞭撻の
程宜しくお願い申
し上げます。
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（有）猪子デザイン研究室
〒760-0005　高松市宮脇町1丁目7-3
TEL：087-861-4539
Mail：info@inoko-design.com
HP：https://www.inoko-design.com

私 の 趣 味 紹 介

　私の趣味は釣りです。基本、磯の底物ですが、
いろんな釣りをします。今回ご紹介する「香川の
大物釣魚ギネス」は私が事務局としてまとめている香川県在住者が釣っ
た大物釣魚の記録集です。　時代は遡り平成6年に「香川の大物釣魚
ギネス」が発刊されました。この記録集は香川県釣り団体協議会がまと

めたもので当時、私の所属
する「高松黒潮クラブ」の会
長（故・松原剛）が発起人で
協議会を発足させ、現在の
名誉会長の谷口寿人氏と
事業の一環で始めたもので
す。記録魚の申請は県在住
者が対象で、申請には釣っ
た魚の実物もしくは魚拓で
確認することが原則です

が、尺の目盛りがはっきりと確認できることが条件
で、尺を当てての写真もOKです。是非、大物を釣り
上げたらご応募ください。尚、今年の「香川の大物
釣魚ギネス」記録集が県下の釣具屋さんに無けれ
ば私に言ってくれればお渡しします。

猪子 進

▲「香川の大物釣魚ギネス」のホームペ
ージ画面まだやり変えて間なしなので検
索しても上位に来ていないので右のQR
から見てください。

▲今年でVol.28の発行となる 
「香川の大物釣魚ギネス」記録集

タケダ鍼灸接骨院
〒760-8074　高松市太田上町1057-2
TEL：087-868-0810 FAX:087-868-0810

「なぜ今農業なのか？」

武田樹市朗

　どうして農業を始める事になったか?　自分で
もコロナで緊急事態宣言が出された折、週に3回
は行っていた朝のモーニングセミナーが、3月から
中止の状態となり始め、「万が一、食料危機になっ
たらどうする？」と、普段は割と楽天的な私も、
「自分で作る力をつけなければヤバい！」と、即行
動を起こす事となり、当治療院の患者さんのご家
族の方が田畑を所有されており、後を継がれてい
ないということで、現在、使用されていない休耕
田を貸して頂く事をお願いし、使用させて頂いて
おります。

　こちらは農業は
まるで素人なので、
患者さんのお父様
に、一から教えて
頂き、トラクターや
耕運機もお借りし
て、ナス、トマト、

「大物を釣ったら是非
　　　　         ご応募ください」

キュウリなどの苗を植えました。始
めてみると、なかなか思った通りに
は行かず、草刈りや水やりは、家から畑まで距離が20
分程度離れていたこともあり、サボりがちでした
（笑）。一部カボチャなどは、梅雨がなかなか明けな
かったこともあり、根元から腐って、ほぼ全滅状態で
す。（　 ω^^ ）・・・
　写真のように実がなったのは、全体の半分にもなり
ませんでした(笑)。しかし、妻もかなり楽しそうに手

伝ってくれて、自分としてもコ
ロナ禍の中、農作業を通して
農家の方々の大変さが分か
り、自然の力により農作物が
育っていくのを見ていて勉強
になったことは多かったで
す。
　また夏野菜が終わったら、
ジャガイモ、人参、玉ねぎなど
のカレーの材料になる根野
菜を育てていく予定です！
「濃厚」接触な治療院をやり
ながら、「農耕」に励む日 を々
過ごしています(笑)。

こころとからだの健康道場
〒761-8076　高松市多肥上町2042番地39
TEL：087-889-0773 FAX:087-889-0773

太田 光夫

編集社
〒761-8057　高松市田村町946
TEL：087-868-0974 FAX:087-868-0974

「私の趣味はアマチュア無線」

樋口 満

　3年前から 散歩コースの喫茶店『むらっぺ』で
相撲甚句会を募集の案内を見ていきなり速攻で
申し込む。早々に「宮内利弘さんと福井はつ恵さ
ん」の結婚式に招かれ、また「高木経隆」さんと
「ジュエリーマチコ」さんの開店ジョイント〇〇周
年お祝い会で即席のいきなり自作の相撲甚句を
初心者ながら初披露。2018年４月には香川町東

谷の平尾八幡神社の子供歌舞伎に招待され、８月には香川町東谷の盆
踊りにご招待されて相撲甚句の初舞台、2018年11月にはNHKテレビで放
送され、同じく四国新聞に掲載された。
　龍雲相撲甚句会は会長の「村川順一郎さん」の叔父さんである元相撲
取りの「神生山（かみおいやま）が十両で優勝し、幕内に上がりながら軽
量で苦労されたようですが、甥の結婚式での相撲甚句でお祝いし、村川
順一郎さんは感激、当時は神風さんと同じ昭和の良き時代です。ところが
神生山は若くして交通事故でお亡くなりになり追善供養に始めたと聞
く。その後讃岐相撲甚句会に所属し全国大会で優勝し、このほど龍雲相
撲甚句会を立ち上げられたものです。
　相撲甚句は自分の音程で、自分らしさが出せます。喉を鍛えることは声
帯を震わせ、甲状腺にも、肺や気管支にもとてもお勧めです。

新しく趣味に挑戦 ‼「相撲甚句」

　ハロー、CQ、CQこちらはJR5BLOです、お聞
きの方いらっしゃいましたら交信お願いします。
受信します　どうぞ・・。どこかで聞いたことがあ
る人もいるんじゃないかと思います。1990年代ま
で多かったアマチュア無線です。
　アマチュア局は、1995年に過去最高の136万
局を記録したピークから増減を繰り返し、現在は
40万局です。そうです、携帯電話の普及でどんど
ん減って、現在は40万局になりました。

　私が免許を取ったのは23歳の時でした。当時は免許といえば試験がある
し敷居が高かった記憶があります。1週間の猛勉強？で試験に合格して、
毎日知らない人と交信しました。
　アマチュア無線は、簡単に初対面の人でも会話ができるところです。一

番いいところは、県外に行った時に地元の
人と情報交換できる事です。例えば、交通
渋滞にあっても地元の人に聞いて回避でき
たり、携帯の電波が届かない所でもアマ
チュア無線なら使えたりもします。東北の
震災の時にも携帯や電話回線が使えない
時にでも、アマチュア無線が大活躍した事
もありました。趣味は多いほど人生楽しい
です。これからの高齢化社会を好きな趣味
で楽しみましょう！


