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▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

香川県高松市一宮町「田村神社」の桜

新 入 会 員 紹 介
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堀川 英司

「堀川英司という名の保険人」

東京海上日動火災保険株式会社

　昭和５６年2月生まれで４人兄弟の末っ子です。高校生まで
は高松市で育ちました。兄3人は高松市内に在住ということも
あり、岡山理科大学に進学・卒業後に『１人くらい県外に居て
もいいや！』という気持ちから岡山に移り住む決心をしまし
た。居酒屋でバイトしていた時に、お店を持ちたいと思いから
居酒屋と料理屋(計11年)⇒コロナの影響と自分の限界を感じ
たこと、この間家族が増えたことによるリスクを考えた末、妻
との話し合いの結果、昨年８月から地元の高松に戻って単身
赴任し保険業界で心機一転やり遂げると決心しました。
　料理は好きですが、料理人として変にプライドもなかったの
で、すんなりと辞めれました。今では家庭料理ができ、魚を捌け
る保険人になることが出来ました。今までスーツも着たことも

なく、ましてや営
業を経験したこと
なかったので毎日
が成長と学びで
す。
　『保険』というも
のは必要不可欠な
モノですが、どうし
ても『売られる』と
思われがちで、嫌

われる職業のイメージが強いような気がし
ているのは、僕だけです。なってみて気付い
たことですが、かなりの知識と読解力が必
要なのと図太い精神を持ち合わせていないと続け
れないということです。（個人の見解です。）考えよ
うによれば、保険の分からないことを聞きだすとい
うことも可能なのです。人生のリスクをいかに回
避・カバーするかを、一度考えて頂く機会になって
頂ければ有難いです。
　単身赴任ということもあり、コロナ禍ですが岡
山には２週間に一度、万全を期し車で帰り大人し

く楽しく家時間を過ごしています♪子供達は、疲れた精神と身体を癒して
くれる天使なのです。家族との時間は本当に貴重で、妻には感謝しかあり
ません。単身赴任したことで倫理を学ぶことができ、実践することができ
ております。本当に貴重な時間を過ごしております。
　ちなみに、僕の三種の神器であります。『花粉』という名の目に見えるよ

うで見えない手強い敵と【時間】
という見えてるようで追われる味
方と毎日を過ごしております。
長々と書いてしまいました
が、《堀川英司》を少しでも
分かって頂ければ幸い
です。お読み頂き
ありがとうござ
いました。
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〒761-8041　高松市檀紙町459-4
hagezuka21@gmail.com

兀塚 智美

　高松南倫理法人会に入会し4か月目
の兀塚智美です。私は教育関係の仕事
をしています。趣味はスポーツです。
　その中の一つは6年前に始めたサルサ
ダンスです。きっかけはスポーツジム仲
間の友達の紹介でした。大学生の時はエアロビクスをしていま
したが、サルサダンスは聞いたこともないダンスでした
　それはサルサダンスのイベントでした。その時に、ダンスフロ
アの隅っこで、ダンスステップを教えてもらいました。私には新
しい世界でした。
　帰りの車の中で、サルサダンスの話を聞いているうちに、やっ
てみようと思いました。数ヶ月後、スタジオの友達がパフォーマ
ンスに出て踊っている姿を見て、私にもできるかな。出てみたい

な。という思いが強
くなりました。
　先生の後押しも
あり、数か月の特訓
後、ペアでパフォー
マンスデビューする
ことになりまた。

heoheo会

「趣味はサルサダンスです」

　ショー当日は、控
室でメイクをしたり、
衣装を合わせたり、
まるで舞台俳優のよ
うな気持ちでステー
ジに立ちました。音
楽がスタートし、高鳴
る緊張が最高潮に達
して、踊り終わっての
あいさつでは、何を言ったのかも思い出すことができませ
ん。でもその時の気持ちは、確かに充実感でいっぱいでし
た。
　それから何年か経ちプロの先生の指導の下、県外チーム
と練習をし、韓国チームと合同で、海外で毎年開かれるサ
ルサコングレスでパフォーマンスをするという夢をかなえる
こともできました。
　現在は一昨年からのコロナでダンスから遠ざかっていま
すが、何かに夢中にさせてくれるものは私に幸せな時間を
与えてくれました。今度は私がこれらの経験を皆さんの
幸せにつながるものとなるようにしたいと考えていま

す。日々発明中です。
こんな私ですが、
これからよろし
くお願いし
ます。
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★モーニングセミナー講話者一覧

★2月4日

★12月24日

★2月18日

「死は生なり2」
一般社団法人 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

二川　正志

「万人幸福の栞解説：第４条 万象我師」
高松南倫理法人会　幹事

株式会社あい介護サービス 取締役

森田　浩之

★3月4日

「今の時代だからこそ…
  元気に毎日楽しく笑って生きていこう」

楽笑あん(らくしょうあん)

湊　直子

★3月18日

「学びの効果を上げるコツ」
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 方面長

松本　光司

★1月28日

「朝礼研修モーニングセミナー版（後編）」
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

★1月28日 800回記念モーニングセミナー

「コロナ禍における
 地域経済の発展と金融機関の役割」

高松大学　経営学部経営学科　教授

蓮井　明博

「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
一般社団法人 四国ライフエンディング協会 代表理事

十川　美加

高松南倫理法人会　幹事
有限会社 ベストトータルオート　常務取締役

美濃　隆幸

高松南倫理法人会　監査
有限会社 猪子デザイン研究室　代表取締役

猪子　進

★2月25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
有限会社 アマノ広芸社　取締役

天野　サヨ子

高松南倫理法人会　幹事
三誠商事 有限会社　取締役

谷本　玲子

高松南倫理法人会　幹事
株式会社 ロハスネット　代表取締役

鵜川　秀樹

オフィスうえた

植田　康広

5分間会員スピーチ

★3月11日

「実感する傾聴の力」

おめでとうございます！おめでとうございます！

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

一般社団法人 倫理研究所 法人レクチャラー
山口県倫理法人会　事務長

株式会社 ヤナギヤ　常務取締役

藤本　哲憲

太田電気

太田　一稔

5分間会員スピーチ

サンフラッシュ 有限会社

須崎　和子

5分間会員スピーチ

★1月14日

「亡き家族からの教え - 死者は生きている -」
一般社団法人 倫理研究所 法人局　法人レクチャラー

愛媛県宇和島市倫理法人会　相談役
株式会社 山下石材　代表取締役

山下　武久

おばあちゃん家

三谷　直美

5分間会員スピーチ

【日時】　1月13日（水） 18：30～19：30
【場所】   コンディトライ＆レスト シカ
【参加】　25社（25名）

【日時】　3月10日（水） 18：30～19：30
【場所】   コンディトライ＆レスト シカ
【参加】　21社（21名）

経営者の集い経営者の集い経営者の集い 経営者の集い経営者の集い経営者の集い

　経営者の集いが、コンディトライ＆レス
ト シカで行われました。講師は、一般社団
法人倫理研究所法人レクチャラー、愛媛
県宇和島市倫理法人会 相談役、株式会社
山下石材 代表取締役の山下武久氏です。
テーマは「二人の妻」です。
　一番身近な存在である妻がいなくなっ
た時、妻の有り難さに気づいたそうです。1
人目の妻には、家庭のことは全て妻任せ
で、ストレスがたまり胃がんで他界。2人目

の妻との再婚したが、また妻と喧嘩
の毎日だった。倫理法人会に入会し
て、方面長に相談したところ、毎日妻
とは10分以上話す事、肩を揉むこと
を実践して、次第に話せるようになっ
たきました。実践で自分が変わる、特
に朝の時間が大切だそうです。大変
勉強になるテーマでした。

　経営者の集いが、コンディトラ
イ＆レスト シカで行われました。
講師は、一般社団法人倫理研究
所法人レクチャラー、株式会社ヤ
ナギヤ 常務取締役の藤本哲憲
氏です。「傾聴で克服した人間関
係」のテーマでご講話いただきま
した。
　もともとは機械屋で図面を書いていたそうです。現在の会社に転職し
てから入った労働組合では、毎回交渉は難航していました。しかし次第に
妥協点を模索するようになりました。
　倫理法人会に入会して「万人幸福の栞」を読んだはずなのに、理解した
気になっていただけだったのです。その原因は自分にあることに気付きま

した。傾聴が大事だと気付き、
常に先手の挨拶、感謝でよりそ
う関係になる事を心がけると効
果がありました。業務の中に聴
く機会と仕組み作りをして人間
関係をよくすることが、社内の
雰囲気をよくする事だそうです。
大変勉強になりました。

青泉賞青泉賞

月
間
賞

月
間
賞

204204
青泉賞とは、新入会員様にスタンプカード
をお渡しして、トータル10回参加で高松
南倫理法人会から記念品を差しあげま
す。ぜひ毎週参加を習慣にしましよう。

皆様のご協力ありがとう
ございました。この勢いで
年度末もこれを維持して
いきたいと思います。

10
月
と
12
月
の

令和3年度目標令和3年度目標

社 達成!達成!



令和3年度 新年式令和3年度 新年式令和3年度 新年式
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高松南の年末イベント！ 初モーニングセミナー

【日時】　12月24日（木） 2：30～スタート
【場所】   田村神社会館
【参加】　90社（95名）
　毎年恒例となった餅つきは、高松南ならではの名物行事です。いつも
よりさらに早起きして、24日は2時半から餅つきスタート。
　みんなで協力して効率よくお餅をついて赤白のお餅を手でこねていき
ます。出来上がったお餅はモーニングセミナー終了後、出席者全員に配
られました。協力していただいた会員の皆様ありがとうございました。高
松南は倫友の絆を深める会です。未参加、未会員の方、興味がある方、ぜ
ひ一度参加してみませんか。

年末恒例！餅つき年末恒例！餅つき年末恒例！餅つき
【日時】　1月7日(木) 6：00～
【場所】   田村神社会館
【参加】　74社（76名)

【日時】　1月7日(木) 8：00～
【場所】   田村神社
【日時】　1月7日(木) 8：00～
【場所】   田村神社

ご祈祷ご祈祷ご祈祷

　高松南倫理法人会の令和3年度最初のモーニングセ
ミナーは、新年式からのスタートです。
　国家「君が代」斉唱からスタート、会長挨拶の後、理事
長年頭の挨拶の朗読。その後、役職者、会員の気合いの
入った決意発表がありました。最後は「夢はてしなく」を
斉唱して、甘酒で乾杯、誓いの言葉で新年式を終了しま
した。その後、田村神社にて8時より、ご祈祷を受け集合
写真を撮りました。

田村神社境内前で集合写真をパチリ！

三好 正人 会長挨拶
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〒761-0433　高松市十川西町171-4
TEL:087-848-9855
https://bitcommunications.info/

私 の 趣 味 紹 介

内海 信一

白ねこ化粧品店／有限会社キャット
〒761-8041 高松市檀紙町685-13
TEL：087-886-8056
https://i-cat.co.jp

「学ぶ楽しみ」

新居 美帆

「我が家の愛犬たち」

観光町 皆川整体院
〒760-0055　高松市観光町536-1
営業時間：10時～20時（土日祝は～18時）
TEL:090-6543-8758
mail:888kamika@gmail.com
HP:https://minakawa-seitai.com

リフレッシュサロンPEOPEO
〒761-0113　高松市屋島西町2506-8
TEL:090-5275-7355

皆川 光彦

白川 亜弓

　我が家の可愛い愛犬たちをご紹介します。柴犬のハク（オ
ス）７歳とミックスのムギ（メス）６歳の２匹です。
　もともと犬は大好きで子どもの頃には何匹か飼っていたの
ですが、2013年に両親が亡くなって、また実家に住むように
なったのをきっかけにハクを飼う事にしました。その後１年くら
いして次女が友達からムギをもらって来て、今は２匹で仲良く
けんかしながら過ごしています。

趣味、、、「人と笑い合うこと」
　釣り、キャンプ、自然と遊ぶこと。食べること、歌うこと、写真を
撮ること、人と話をすること、飲みニケーション。いろんな好きがあ
ります。
　『人に出会って、繋がること』いろんな人から、いろんなことから
学びをいただくこと。カラダ動かしたり、ワクワクしたり、集中した
り、学んだり。食わず嫌いをせずに、新しいことにチャレンジし続けること。人と出会わせていただ
くこと、人とお話しさせていただくことが大好き。学びを、刺激を、パワーをたくさんいただけます。

　何よりのエネルギーの源。自分がどうお役に立てるか、お役
に立てることはなにか、自分自身がパワーアップしていかない
といけないなと日々思います。人と人が繋がって楽しい時間が
共有できるときがなにより、楽しくて、嬉しい時間。

「趣味はロードバイク」
　整体師としての役割を担い、早くも開院
して7年が経ちます。仕事柄ということもあ
り、どうしても體（からだ）と向き合うことが
あります。患者様の體は勿論ですが、自分との體とも向き合っています。
　例えば、歩くという日常の何気ない動作、階段の昇降や何気ない呼
吸にも心を配っています。趣味のロードバイクを例に挙げると、「ペダル
を踏み込む時の足裏の何処に力を入れれば全身により効率的に負担が
かからないか？」とか、ヨガをしているときの「バランスと呼吸」等を俯瞰

　안녕하세요!  저는  니이미호라고  합니다.  2년반  전에  한국어  
공부를 시작했습니다. 공부는 어렵지만, 매우 재미있습니다. 
(こんにちは！私は新居美帆と申します。2年前に韓国語の勉強を始め
ました。勉強は難しいですが、とても面白いです。)
　2018年の夏、これまでまったく興味のなかった韓国ドラマに突如は
まってしまいました。それまでのブランクを埋めるかのように毎日毎日ド
ラマをみていたのですが、一瞬も目を離すことができないのです。もち
ろんそれは俳優さんがカッコイイからというのもありますが（笑）、全く
言葉がわからないからなのです。考えてみると、ここから北海道よりも

近い国の言葉なのに、ド
ラマの中の看板の文字す
ら読めないのです！
　そこで知人からのご縁
もあり、韓国語レッスンに
通うことになりました。そ
んな私の当初の目的は単
に、「少しくらいよそ見をし
ても、字幕のドラマの内容
がわかること」でした。
　でもハングルが読める

　この子たちのおかげ
で、寒くても暑くても、ど
んなに二日酔いが辛くて
も！？、朝の散歩が日課
となり、健康的に過ごす
事が出来ています。
　ゴミ箱を噛んだり、畳
をかじったりと、いたずら
するのもまた可愛いです
ね～！！以上、親ばか報告
でした！！

株式会社ビットコミュニケーションズ

ようになったり、少
しずつ単語を覚え
たりしていくうち
に、今まで理解でき
なかったことがわか
るようになるのが楽
しくなりました。　
学生時代とは違っ
て、自分が知りたい
ことを学ぶことがこ
れほどまでに楽し

いとは思いもしませんでした！一
時はまるで受験生のように、朝起
きてすぐ、仕事から帰ってから、
晩御飯を食べてから、と一日に何
時間も取りつかれたように勉強
していました。それはちょっとや
りすぎですね（笑）。
　現在も週一度の韓国語レッス
ンに通いながら、学ぶことを楽し
んでいます。今はコロナもあって
韓国に行くことができませんが、
いつか行けるようになった時には
どのくらい上達したか試してみた
いと思っています♪

しながらやっています。
　「そんなことしてたら大変でしょ？。もっと楽
しんでしたら？」とよく言われますが、自分では
結構、楽しんでやっています。
　もう習慣ですから仕方ないのですが、人の姿
勢や話し方、考え方を聞いて「ここが調子悪い
かなぁ～」とか、「ここをこんなふうにするともっ
と良くなるのに…」とか、ついつい考えてしまい
ます。


