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▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

新 入 会 員 紹 介

〒760-0053　香川県高松市田町2-1 MBTビル3階
TEL:087-802-2981
HP：https://setoasa.com (9月中に公開予定です)

山本 実季

「いつも心に愛と平和とわくわくを」

瀬戸内あさ商店
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田村神社の清掃活動  2021.7.29

倫理を通じて 輪を広げよう!
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　早朝5時半、空気が澄み切る讃岐国一宮田村神社。
そこにややうるさめのバイクでしらっとお邪魔してい
る山本実季です。
　やっと掴んだ夢を昨年新型コロナの蔓延によって
手放すことになり、シンガポールから帰国しましたが、
私は日頃から“Everything
　happens for a reason（すべての出来事には理由
がある）”という言葉を大切にしています。物事を少し

でも前向きにと
らえ、新型コロ
ナのせいで、で
は無く、新型コ
ロナのお陰で、
愛する家族と一
緒に過ごせる時
間が増え、憧れ
のバイクに乗る
ことができ、そし
て何より倫理の

皆さまと知り合えるご縁を頂いたことに幸せ
を感じています。これらの出来事すべてが新し
い事業を始めるための原動力となりました！
　今、世界的に注目されている『CBDオイル』。
現在私はそのオイルの素晴らしさを皆さまに
知っていただくための準備作業を行っていま
す。この秋のオープンに向け、毎日がわくわく
です。CBDオイルって何？バイク愛は本物か？
と思われた方、是
非お声掛けくださ
い。
　そしてこれから
もご指導ご鞭撻の
ほど、よろしくお願
い申し上げます。

〒762-0001 坂出市京町1丁目7-55 ハートピア京町1F
TEL:0877-35-9525
https://ns-shikoku.com/

青野 直鬼

「住宅品質の要は検査の充実度です」

株式会社エヌ・エス四国

　今年6月に入会しました青野直鬼です。名前に「鬼」
が付くことから名刺交換の際に驚かれる方が多いの
で、少し名前の由来をお話しします。
　昭和の初め頃、青野家では男の子が生まれても早く
に亡くなることが続いたために当時の産婆さんが子供
を守る神様である「鬼子母神」の一字をいただいて命
名するように助言があったそうです。
　私は木造住宅新築工事の施工品質向上のため、第三

者の立場として香川県を中心に
四国四県で現場監査を行って
います。監査を行うメリットの
一つ目として、「自社の施工基準
を知る」。
　二つ目には、「人材から人財へ
の成長」です。定期的な技術勉
強会などを通して知識を習得し
ていけば収まりの改善や新し
い工法への気づきも多くなり、
チャレンジ精神にも火が付き成

長へのスタートにもな
ります。
　三つ目は、「心の幸せ
度を上げられる」ことで
す。一生の家だからこそ
工務店の皆様が自信を
持った家創りができる
ようにサポートをしてい
きたいと思います。
　仕事もプライベートも
正しいことを当たり前

にする。それを継続していく強い気持ちが大切
です。
　コロナ禍に加え、ウッドショックなど外部環
境の厳しい時代での起業となりましたが、倫理
法人会の皆様とともにこれから出会う素晴ら
しい方々とのご縁をしっかりと深めながら、信
頼され、必要とされる企業へと成長していきま
す。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
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6月24日
「世界で唯一無二の文化を創る―
   瀬戸内サーカスファクトリーのビジョン」

善通寺琴平倫理法人会　会員
(一社)瀬戸内サーカスファクトリー 代表理事

田中 未知子

7月1日
「聞く力アップで免疫力アップ」

公益社団法人上方落語協会

桂 こけ枝

8月5日

ZOOMオンライン

ZOOMオンライン

「万人幸福の栞解説～第17条・人生神劇～」
(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
香川県倫理法人会　普及拡大委員長

株式会社カワニシ　代表取締役

川西 弘城

9月2日
「ロケットエンジ開発に挑戦だ!!
～日本の未来は宇宙開発が握っている～」

高松南倫理法人会 専任幹事
合同会社R７代表  山本エコファブリカ代表

山本 誠一郎

9月9日
「レジリエンス～ 自分らしさの見つけ方」

高松南倫理法人会 副専任幹事
 にしやま労務管理事所 社会保険労務士

西山 路恵

9月16日
「社員は家族」

高松南倫理法人会　幹事
がん陽子線治療のコンシェルジュ

オフィスうえた　代表

植田 康広

7月15日
「なかよし寺子屋の概要」

なかよし寺子屋
なごみ庵/英語塾

川地 一紘

7月29日
「理念経営のすすめ」

株式会社四国ビジネスアシスト　代表取締役

塚元 啓幸

7月8日
「頼まれごとは試されごと、お役を受けて自己革新」

(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
大阪府大東市倫理法人会　副会長
株式会社ＪＥＩ　代表取締役社長

山之口 良子

百寿会

植田 町子

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わかりやすく学ぼう!

経営者の集い経営者の集い経営者の集い

モーニングセミナーモーニングセミナーモーニングセミナー

集中して学ぼう!

毎週木曜日に学ぼう!

【日時】　7月24日(土) オリエンテーション
            18：30～19：30 懇親会：19：40～21：00
【場所】   たも屋 女道場
【参加】　28名
【講師】　礒村安倫 法人レクチャラー/五代目会長

　7月24日(土)に、高松南倫理法人会の、新入会員オリエンテー
ションが、たも屋女登場で行われました。
　第一部は、礒村安倫 法人レクチャラーの講話でした。一番寂し
い事とは、道徳と倫理、苦難をとらえる、倫理とは最先端の経営な
ど、新入会員には中身の濃い講話でした。

　その後、黒川保普及拡大委
員長による、倫理法人会の活
動についての説明があり、第
一部を終了しました。
　第二部は、皆様お待ちかね
の懇親会でした。廣重由美子
副会長の乾杯で始まり、楽し
く会員同士の親睦を深める
ことができました。

【日時】　7月7日(水) 18：30～19：30
【場所】   コンディトライ＆レスト シ カ
【参加】　27社（27名）
【講師】　

礒村 安倫
法人レクチャラー

カイロプラクティック 風

森田 美由紀
ホテルマリンパレスさぬき

加藤 行雄
（株）VERNOエンタープライズ

木戸 孝範

heoheo会

兀塚 智美

（株）エヌ・エス四国 

青野 直鬼

  (株)ステンズ

山本 和紀

倫理法人会活動について

黒川 保普及拡大委員長

お礼のご挨拶

松熊 秀樹県会長

講話

新会員

新会員 新会員

新会員 新会員 新会員

　大阪より、講師として山之口良子法人レクチャラーにお
越し頂きました。テーマは「商売繁盛、全て栞に答えあり 順
境も逆境も全てあなたをよくするために来てくれる」です。
会社は59年企業で父が会社を起こした。55周年で父が他
界。リーマンショックで売り上げも4割ダウンした。
　しかし、倫理法人会に入会してから、黒字続きとなった。

　入会してからすべての事に感謝するようになっ
た。気づいた事は、「普及はリトマス試験紙だ、自

分を磨かないと人は動かない」です。こ
れからも100年企業を目指すそうです。

一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー
株式会社ＪＥＩ 代表取締役社長 山之口 良子氏
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高松南の恒例イベント！

【日時】　8月1日(日) 16：00～19：00
【場所】   KUMONパーク
【参加】　59名（45社）
　8月1日（日）にKUMONパークにて、バーベキュー大会を行
いました。当日はお天気にも恵まれ、会場は自然に囲まれてい
て非常に気持ちが良く、BBQを楽しみながら、のんびりと歓
談することができました。
　また敷地が広いこともあり、お子様達は自由に遊ぶことも
できました。気候の良い夏の休日をとても楽しく情報交換な

どをして、過ごすことがで
きた一日でした。

家族交流会家族交流会家族交流会ワイワイ
楽しい！

三好会長の乾杯で交流会がスタート!三好会長の乾杯で交流会がスタート!

みんなで焼いたお肉やお野菜は、美味しい! みんなで焼いたお肉やお野菜は、美味しい! 

BBQの最後は倫友仲間で集合写真を撮りました！また来年!BBQの最後は倫友仲間で集合写真を撮りました！また来年!
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私 の 趣 味 紹 介

〒761-1406　高松市香南町西庄1789
TEL:087-879-8890  FAX:087-879-8875
HP:http://www.kuroda-corp.co.jp/

廣重 由美子

「趣味は短歌づくり」
　きっかけは香川県倫理法人会 現相談役の二
川正志氏からのひと言でした。「あしたの朝の歌
会に参加してみんか？」　酔いの回った二川さん
から勧められて断るに断れなくなり、翌朝初めて
歌会というものに参加したのでした。「短歌って
難しいんだろうな～」と思い込んでいた私にとっ
て、現代語で気負いなく詠われた会員の歌は、あ
る意味衝撃的でした。
　「これなら私にもできるかも･･･」それが第一印
象でした。あれから１１年、私は今も倫理研究所 
家庭倫理の会が運営する「しきなみ短歌会」に
所属して、細々と歌を詠み続けています。

　このしきなみ短歌
会ですが、「歌づくり
を通して生活を浄化
すること」を目的とし
ています。いわば美点
発見でしょうか。とは
言えあまり難しく考え

手をかざしかすかな呼吸確かめるみどり児の生薄墨のごと
きゅうくつな幸せ感じペダルこぐ家族三人池のスワンに
美しきメタセコイアよただそこで励まし続ける病室の吾を
お月見に家族で作ったお団子は不揃いだけど心丸くなる
正坐して吾子はつま先重ねおりそろばん弾く検定の朝
秋茜もみがらの山彼岸花子らと一緒に秋とたわむる
バラバラと生活力がこぼれ落つ義母の緩きこぶしの中から
岐路に立ち夫に話さねばならぬこと話せずにいたやさしい夫に
如月の雲ひとつなき青空よきりりと冷えて吾を鼓舞せり
胡蝶蘭並ぶロビーにやわらかな陽の光満ち希望をはぐくむ

株式会社クロダ 圧縮梱包機メーカー

ず、これからも日々
の 小さな感 動を
詠ってゆきたいと
思います。最後に、
これまでに作った歌の中から10首ご紹介します。

〒761-8044　高松市円座町1614-16
TEL:087-816-1586  FAX:087-816-1586
Mail:inazawagumi7＠gmail.com

稲澤 信幸

「趣味は仕事です」

株式会社稲澤組

私は「人と関わるのがとても好き」って
ことが今まで経験してきた趣味の中で
知りました。ちなみに今までの4年以上
経験した趣味は相撲・柔道・書道・イン
ラインホッケー・バレーボール・ソフトバレーです。
　スポーツや習い事はそれぞれにルールがあり、その限られ
た制限の中でいろんなタイプの仲間と切磋琢磨していき絆
が深まっていくのって楽しくって夢中になります。

　そんな夢中
になれることが
今は仕事で充
実感と満足感
をもたらす最大
の源なので楽し
くて仕方ありま
せん。日々人と
出会い沢山の
刺激を受け、お客様に「どうしたら喜んで
いただけるか」を勉強し実践したことは実
績になり充実感と満足感を得る最高の時
間です。技術はお客様の声で磨き心は倫
理法人会で学んでいきます、これからもよ
ろしくお願いします。

〒761-0101  高松市春日町1408-4
TEL:087-816-0888  FAX:087-816-1023
HP:http://tamoya.com

黒川　保

「私の趣味はトレーニングとゴルフでっす」

株式会社たも屋

〒761-8043　高松市中間町60-6
TEL:087-897-4556
HP:https://www.lohasmura.com

鵜川 秀樹

「趣味は農作業」

株式会社ロハスネット

　父親が亡くなり4年になる。亡くなる2年
前に父が心臓の手術をしてから本格的に
農作業をやりだしたので、かれこれ6年間く
らいお袋に教えてもらいながら稲作、野菜
作り等をやっています。はじめは嫌々やっ
ていましたが、自分が責任をもってやり始
めると農業の奥の深いことに気づかされ、
今年こそは上手く作ってやるぞとファイト
も出て来ます。

　また、今年からは田んぼの四隅に波動グッズを設置して土
地の波動調整をすることで収穫量がアップする実験もして
います。すると、たった3本の苗から30個もの西瓜が生りま
した。こんなに出来たことはないお袋もビックリ。
　米作りも今年から稲に向かって「ありがとう」と言葉をか
けるようにしました。毎日かけていると稲がいとおしい存在

になるから不思議
です。そして、8月末
には一斉に稲穂が
出てきてお米の花
が咲きます。この素
晴らしい風景を父
も見ていたんだと
父を感じながら農
業をしています。

　自分と同年代の方と比べると見た目若く見えるほうですか
ね！笑どちらかと言うと格好しぃな自分！
　ジムに通ったり歴ずいぶん長く20数年前から通い月会費払
うなら自分で器具を買ってトレーニングした方がいいと思い自
宅で気が向いたらやってます。
　5年前は、まぁまぁ身体がデカくなってました。ここんとこ、細

マッチョ目指そう
かと思いきや気が
つけばこの3ヶ月
で、体重が60キ
ロ代に服もワンサ
イズ小さくなりま
した！
　ゴルフも20歳
代後半（パブをし
てた時）にやり始
め、うどん屋をし
てからはしばらく
やめてました。

　約4年前からまた
本格的にやり始め、
めちゃくちゃ久しぶ
りのラウンドで、ニア
ピンというか15セン
チにオン！ホールイ
ンワンかと焦りまし
た！ここ最近のベス
トスコアは、82で、
80を切ってラウンド

するつもりでやってますが、なかなか難し
いですね。
　だって、練習しないんもん 笑 こんな適
当な自分ですが会員の皆様仲良くして
やって下さい♪

跳
ん
で
ま
す
！


