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▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

栗林公園の紅葉ライトアップ  2020.11.29撮影田村神社の清掃活動  2020.9.17

　今年の忘年会もザ・チェルシーさんで盛大に
行われました。三好正人会長の開会挨拶に続
き、廣重由美子副会長の乾杯でスタート！
　美味しい食事を頂きながら、鴻上千恵子女
性委員長の司会で、ゲームがスタートしました。
豪華商品も盛りだくさんでした。また、クリスマ
スならではの仮装も大変盛り上がりました。
　会員で集めたクリスマスプレゼントもあり、
あっと言う間の2時間を楽しめました。会員の
皆様のご協力ありがとうございました。

【日時】　12月7日（月） 19:00～21：00
【場所】　ザ・チェルシー
【参加】　64名

三好 正人会長挨拶 廣重 由美子副会長の乾杯



2 3

★モーニングセミナー講話者一覧

★10月22日

★10月15日

★10月8日

★10月1日

★9月24日 ★10月29日

「役が教えてくれた倫理の学び
             ～勇気を出して一歩前へ～」

高松南倫理法人会　幹事
有限会社エムシーアシスト　取締役

荻生　幸裕

★11月5日

「円満な相続をするためには」
高松南倫理法人会　会員

西川司法書士事務所　司法書士

西川　宗久

★11月12日

「中学校教員という仕事」
高松南倫理法人会　会員

高松市立香東中学校　教諭(第2学年主任)

前野　勝彦

★11月19日

「実践するとどんどん良くなる」
(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
広島県三原市準倫理法人会　会長
グランポート株式会社　代表取締役

鍋島　群治

★12月3日

「小児慢性特定疾患を抱えて生きる
  子どもと家族を支える日本一小さい
  香川での大きな一歩を未来へ」

坂出市倫理法人会　会員
株式会社インペックス　専務取締役
NPO法人未来ISSEY　代表理事

吉田　ゆかり

★11月26日

「倫理との出会い 学び・実践・体験談」

「倫理との出会い 学び・実践・体験談」

「倫理との出会い 学び・実践・体験談」

高松南倫理法人会　幹事
韓国料理　双六

宮川　祐規子

高松南倫理法人会　幹事
四国警備保障株式会社

安川　清二

高松南倫理法人会　幹事
こころとからだの健康道場

太田　光夫

「子は親の心を実演する名優である」
さぬき市倫理法人会　幹事

サロン ami 　代表

網　千代美

「SDGsについて」
高松南倫理法人会　会員

鎌長製衡株式会社　代表取締役社長

鎌田　長明

「命の元」
徳島中央倫理法人会　事務長

Rose Bay Café　代表

井坂　朋美

「事象には理由がある」
高松南倫理法人会　幹事

WAKEBI　代表

安岐　一男

「倫理との出会い 学び・実践・体験談」

「倫理との出会い 学び・実践・体験談」

「倫理との出会い 学び・実践・体験談」

高松南倫理法人会　幹事
有限会社キャット　代表取締役

新居　美帆

高松南倫理法人会　幹事
Meguru Corporation 合同会社 代表社員

三好　東曜

香川県倫理法人会　青年委員長
有限会社瀬戸内電装　取締役社長

赤松　諭

太陽印刷株式会社

蓮井　慎司

5分間会員スピーチ

★12月10日

「倫理指導の偉力」
(一社)倫理研究所 法人局法人スーパーバイザー

広島県三次庄原倫理法人会
北備建設株式会社　代表取締役社長

松森　悦子

★12月17日

「朝礼研修
   モーニングセミナー版（前編）」

高松南倫理法人会　朝礼委員長
株式会社11ネット不動産　代表取締役

礒村　諭治

雉鳥　千鶴

5分間会員スピーチ

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

　Ｒ3年度 第１回新入会員オリエンテー
ションが「たも屋　女道場」で行われまし
た。黒川保 普及拡大委員長の進行で、ま
ず三好正人会長挨拶に続き、新入会員の
紹介がありました。

　その後、松熊秀樹 香川県会長の講
話がありました。新入会員の人には分か
りやすい倫理についてのお話をしてい
ただきました。
　講話後は、山本誠一郎 専任幹事の
活動説明があり、オリエンテーション
が終了しました。第2部懇親会では、会
員同士の楽しい交流が図れたと思いま
す。ありがとうございました。

　広島県三原市準倫理法人会会長の鍋島群治法人レク
チャラーを講師にお招きして、シカで経営者の集いが行わ
れました。
　テーマは「心の成長で業績が良くなる」です。飲食店経
営から、不動産業に転職する。飲食店時代は、パワハラを
受けたり、見積を横領されたりの経験をした。不動産業の

サラリーマン時代も3ヶ月連続で
2位にもなったが、またまたいじ
めに合い独立の道を選ぶ。

　しばらく仕事もない毎日でしたが、笑顔を絶
やさないことと、イチロー選手の言葉で仕事も
上向きになり、順調に売り上げを伸ばすことに
なりました。最後にイチロー選手の言葉を贈り
ます。
【イチロー選手の言葉】
「苦悩というものは、前進したいって思いがあっ
て、それを乗り越えられる可能性のある人にし
か訪れないだから、苦悩とは、飛躍なんです」

【日時】　10月16日（金） 18：30～21：00
【場所】   たも屋　女道場
【参加】　32名

【日時】　11月18日（水） 18：30～19：30
【場所】   コンディトライ＆レスト シカ
【参加】　28名令和2年度＜第2回＞

経営者の集い経営者の集い経営者の集い

松熊秀樹 香川県会長

鍋島群治 法人レクチャラー乾杯 森勝一 相談役



秋の祖谷渓谷秋の祖谷渓谷秋の祖谷渓谷
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新 入 会 員 紹 介

〒760-0071　高松市藤塚町3丁目13番12号
TEL087-834-2480　FAX087-834-2464
http://www.k-sn.co.jp

齋藤　修

「お客様の期待に全力で取り組みます」
　初めまして、ＫＫシンニチの齋藤です。新型コロナウイ
ルスの感染が増え始めた4月から健康を考え始めた朝
ウォーキング、日の出の太陽を体一杯に浴び朝の気持ち
良さを感じるようになっていた8月、株式会社クロダ廣重
さん、合同会社Ｒ7山本さん、株式会社ビットコミニュ
ケーションズ内海さんからの紹介を受け、朝活も・・・と
軽い思いで入会致しました。
　株式会社シンニチは、何をやっているか。設立当初は、
電話設備と通信工事屋です。しかし今ではこんなことが
出来ます。PBX、SIPサーバ､キーテレホン､スマホ､放送シ
ステム､監視カメラ､入出退管理､ナースコール､看護支援

システム有線無線
LAN､ネットワーク構
築､遠隔画像システム
､ソフト開発､オリジナ
ルソフト販売､Webホ
スティングサービス､
クラウド事業､HP作
成､電源装置､航空障
害灯､ホテルシステム､

株式会社 シンニチ

〒761-8044　高松市円座町７７１番地
　TEL：087-886-6580　FAX：087-886-0810
　j-koto@edu-tens.net
　http://www.edu-tens.net/tyuHP/koutouHP/　　

前野 勝彦

「保護者、地域から愛される中学校に」

高松市立香東中学校

　香東中学校で数学科の教員をしている前野勝彦で
す。高松市仏生山町で育ち、小中高そして大学も地元香
川で。大学卒業後、すぐに中学校教員となりました。現
在勤めている香東中学校は、生徒数７７８人、教職員５２
名の規模の大きい中学校です。部活動が盛んで、平成６
年には男子ソフトボール部が全国総体で優勝、その他、
バスケットボール部、ハンドボール部、剣道部、卓球部な
ども近年全国大会に出場しています。
　私は、現在２年生（生徒２６７人、７学級、職員１５名）

の主任をさせていただいています。数学の授業、部活動（卓球部）
の指導の他に、学校での様々な行事（職場見学(２年）、体育大会、
コーラス大会、持久走大会、職場体験学習(２年））の企画、運営
や、学級担任の先生の相談に乗ること、管理職とのパイプ役、外
部機関との交渉など、様々な仕事があります。今年は、新型コロナ
の影響で、多くの行事が中止となりました。今は、この環境の中で
何ができるのかということを模索しています。
  私が一番大切にしていることは、「安全で、安心して生活できる
学校」にすること。各ご家庭からお預かりした、７７８人の大
切なお子様です。全員が楽しく、有意義な学校生活を
送って欲しい。いじめなどでつらい思いをする生
徒が一人もいないようにすることが私たち教
員の責任だと思っています。保護者か
ら、そして地域から愛され、信頼さ
れる中学校をめざして、日々
精進していきます。

LED照明､災害用備蓄品､防災グッズ。
　会社理念は、「最大の誠意で信用を、最高の技術で奉仕を、最
善の協和で発展を」お客様が育てて下さったシンニチ、お客様の
課題に全力で取組み、お客様の立場になり、お客様の期待を少し
でも上回る努力をとの思いです。

　私の好きな言葉は、「臨機応変」ですが、
今年の新型コロナウイルスには、「臨機応
変」この4文字の難しさを実感していま
す。家での趣味は、日曜大工と言う
か孫の喜ぶ庭、遊具作りです。
これからもどうぞ宜しくお願
い申し上げます。

知られざる日本有数の秘境 バンズの会

【日時】　11月8日（日） 8：45～
【場所】   祖谷渓谷
【参加】　29社 55名

大歩危峡遊覧船

祖谷のかずら橋

バーベキュー

　高松南恒例バンズの会は、知られざる日本有数の秘境
「秋の祖谷渓谷」へ行ってきました。
　お昼はモンベルアウトドアヴィレッジ本山で、バーベ
キューをみんなで食べ、その後、ドキドキのかずら橋を渡り、
大歩危峡遊覧船に乗り秋を満喫しました。今回の企画では
天候にも恵まれ家族や会員間の絆がより一層深められたよ
うに思います。コトバストラベル様ありがとうございました。
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杉本メガネ
〒761-2402 丸亀市綾歌町岡田下597-4
TEL：0877-86-4454
https://www.gankyou.jp

私 の 趣 味 紹 介

杉本 昌弘

株式会社 エス
〒761-8053 香川県高松市西ハゼ町201-3
TEL:087-802-8854 FAX:087-868-1862
http://utsumi-kanako.com

「自然に触れ合う」

内海 加奈子

「66歳のライダー誕生!!」

四国マホービン株式会社
〒761-0113　高松市屋島西町2491-18
TEL:087-841-5888 FAX:087-870-0588

上村 光男

株式会社 和光堂
〒760-0071　高松市藤塚町1丁目9番5号
TEL:087-834-2323

「背番号２１」

宮谷 卓也

今年、R2,7/15　創業60年、私も勤続50年の会社
を、後継者に渡し無役の会長に退きました。
　少し寂しくもありますが、R2,4/7に設立しました、
新会社㈱UMF（ユニバーサル、メロウ、フィールド）
に挑戦します。
　この会社、㈱UMFは、3つのエフ（スリーエフ）と
言い,、1つ目のFは、ファーム（Farm・農場）、そして、
フィッシャー（Fishery・漁業）3つ目はフォーレスト

（Forest・林業）すなわち1次産業・農林水産業を中心とする会社です。
また、農地の上には、太陽光発電（ソーラーシェアリング）で再生可能
エネルギー供給し、営農型事業として食糧生産（ミョウガ等）を栽培す
る、新しい形の農場を始めました。
　この、太陽光パネルの下、日陰でも育つ野菜に着目しています。休耕
地、放置田畑等は、食糧難の日本にとって、是非とも活用して行かねば

ならない大切な資
源だと思います。定
年退職された、60
歳代の方々が活躍
される場所はまだ
まだ沢山あります。
一緒にトライしませ
んか？

「今、新たなる挑戦！
  (ソーラーシェアリング+一次産業)」

　私は小学3年から野球をしています。１度野球
から離れたことはありますが、現在でも野球やソ
フトのチームに所属し、趣味を楽しんでいます。
　チームに所属するとまず聞かれる楽しみは、背
番号！！背番号には今までの経験や思いが詰まっていると私は考えてい
ます。私の１番好きな背番号は「２１番」です。それはなぜか・・・私の好き
な選手が、今年巨人で引退した「岩隈久志」選手だからです。２００８年

の大学２年の時、シー
ズン２１勝、沢村賞を
受賞等圧巻のピッチン
グを見て、野球から遠
ざかっていた僕に再び
野球の面白さを認識さ
せてもらいました。
　岩隈選手は「絶望し
たり、あきらめることは
ありません。乗り越え
られない逆境はない

し、逆境を乗り越えたときにこそ、自分が大きく成
長できます。だから逆境は、大きなチャンスでもあ
るのです」という言葉を残されています。近鉄バッ
ファローズが球団合併した後、新球団楽天イーグル
スで日本一に貢献しました。メジャーリーグでは怪
我を乗り越えてノーヒットノーランを達成するなど、
ピンチと思える出来事をチャンスに変えて活躍され
ました。
　私においても今後逆境や苦難に直面することが
あると思います。岩隈選手の言葉を胸に、逆境や
苦難を乗り越え、幸福の門を叩けるよう励んで参り
たいを思います。

　楽しい毎日を過ごしています。66歳の若者なの
ですが仕事は現在も現役、杉本メガネ勤務　メ
ガネ　補聴器　時計修理　宝石販売と全部の
担当者として頑張っています。
　最近ね！バイクで定休日には好きな海山観光

ツーリングを楽
しんでいます。
若い時にはバイ
クは危ないから
ダメだと言われ
て断念していま
したが、経営を
息子に譲った今
は、免許取得に
反対はされませ
んでした。複雑
な気持ちです
ね！（笑）

　とっ言う事で66歳のライダー誕生　楽し～い何度転びそうになって
も、転んでしまっても起き上がって来た私には意味のあるオモチャです。
バイクは「だるま号」と命名　頭頂部は髪も寂しくなり、地肌が透け透け
だ～仕事も趣味も妻孝行も楽しく楽しい楽しめる毎日です。

　休日は、自然の中に少しでも身を置くことを意
識して過ごしています。研修講師をしております
ので、普段は、資料作りでパソコンとにらめっこ。
そして研修本番は、
いくら慣れても、人
前に立てば緊張す
るもの。だからこそ
休日は、「体も心も、
少し緩めてあげよ
う・・・」そんなふう
に思い始めました。
(年？！(笑))
　栗林公園は大好
きな場所。年間パス
ポートも持ってお
り、気持ちをリセッ
トしたい時などに、
ふらっと立ち寄り、

公園の中を歩きます。毎月参拝している神社では、大
きな木に手の平をあてて、木のエネルギーをもらいま
す♬
　海に行ったら裸足になり、足から、海のエネルギー
をもらいます♬　是非、癒しの自然スポットがあれ
ば、教えて下さい！


