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香川県高松南倫理法人会
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香川県善通寺琴平倫理法人会

単会活動報告

香川県善通寺琴平倫理法人会
設立10周年記念式典 記念講演 祝賀会

会員紹介

株式会社 珀栄
株式会社 求人タイムス社
医療法人社団田村内科医院
株式会社 スマイル・アート・カンパニー

会員交流

会員交流
編集後記
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香川県倫理法人会
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倫理経営講演会

編集後記
企業に倫理を! 職場に心を! 家庭に愛を!
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普及拡大委員会 勉強会&委員会委員会 朝礼研修
女性委員会 「7人のなでしこ」 モーニングセミナー・スピーチ
青年委員会 知覧宿泊研修 及び伊勢修養団研修 体験報告会
後継者倫理塾 1泊2日体験in伊勢修養団
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県内10単位倫理法人会がそれぞれ年一度実施する活動「倫理経
営講演会」を終え、30年度から31年度へ繋ぐ季節となりました。
さまざまな倫理法人会活動を通じて「入会してよかった」と思って
いただけるように、立ち上げた先人たちの航跡を継承し、次世代への
橋渡しとして広報委員会の果たす役割をしっかり努めることができる
よう、皆様方からのご指導を賜りたくよろしくお願いいたします。
次回「会報」のお届けは、新年度9月1日です。ご期待にそえますよう
に広報委員会もさらに精進致します。
広報委員会
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委員会活動報告
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平成30年度
中間目標 達成報告会
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香川県高松三木倫理法人会モーニングセミナー

平成30年5月8日（火曜日）

写真：香川県さぬき市寒川町「門入ダム」

Event report
平成30年度

行事報告

企業に倫理を!

Activity report

職場に心を!

委員会活動

中間目標 達成報告会

普及拡大委員会

【日時】 平成30年2月21日（水）
【会場】 ホテルパールガーデン
【参加】 70名

【日時】
【会場】
【参加】
【講師】

県 目標1,318社に対して1,303社と
なり、15社及ばなかったが、6単位倫理
法人会が達成し、中国・四国方面におい
ての達成率は上位であった。
普及拡大委員長や単会会長による経
過報告では、年度末には必ず目標を達
成するとの強い決意発表が行われた。

家庭に愛を!

勉強会

大阪府倫理法人会の普及に対する心構えや気力の上げ方など、
平成30年4月17日（火）
大阪と香川のこれまでの経過をお話しいただき、普及活動に対する
ウエディングチャペル セント・カテリーナ
様々なことを学んだ。
勉強会58名 交流会30名
一般社団法人倫理研究所 法人局 参事
法人アドバイザー 山路 卓司

▲西内三悟 会長 挨拶

香川県倫理法人会

朝礼研修

■高松南
【日時】 平成30年2月23日（金）
【会場】 和幸
【参加】 7社（14名）
■丸亀市&坂出市
【日時】 平成30年4月17日（火）
【会場】 セント・カテリーナ
【参加】 10社
（25名）
■高松市&高松三木
【日時】 平成30年4月19日（木）
【会場】 ㈱アイネクスト
【参加】 4社（5名）

▲目標達成 ６単会

交 流 会

■高松東
【日時】 平成30年4月24日（火）
【会場】 高松テルサ
【参加】 4社
（8名）
■東かがわ市&さぬき市
【日時】 平成30年4月26日（木）
【会場】 クアパーク津田
【参加】 4社（16名）
各単会の朝礼委員長を中心に役員・
朝礼マスター資格保有者の皆様のご協
力で無事に８単会の朝礼研修を終える
ことが出来ました。本当にありがとうご
ざいました。今回は、どの単会も色々な 時間になった事と思います。緊張をほぐす為に色々なゲームを実施し、参加者同士が仲良くな
工夫がされており非常に良かったと思 れてから朝礼研修を始めるなど、皆さんが楽しく朝礼研修を受講できるように色々なところに
います。参加して頂いた方も有意義な 配慮がされておりました。今後はもっと多くの方に参加して頂けるよう頑張ります。
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企業に倫理を!

Activity report
モーニングセミナーで女性７人での講話。 ■善通寺琴平
（土）
涙あり、笑いありの感動のモーニングセミ【日時】 平成30年4月14日
ナーになり感謝で一杯です。各単会の女性【会場】 琴平パークホテル
（73名）
委員長の皆さんの素晴らしい活躍のお陰【参加】 67社
で開催することが出来ました。

1泊2日体験ｉｎ伊勢修養団
【日時】 平成30年2月3日（土）〜4日（日）
【会場】 公益財団法人修養団
伊勢青少年研修センター/伊勢神宮
【参加】 8名

■東かがわ市
■高松市
【日時】 平成30年2月20日（火） 【日時】 平成30年3月30日（金） ■坂出市
【会場】 三本松ロイヤルホテル 【会場】 オークラホテル高松
【日時】 平成30年4月25日（水）
【参加】 21社（23名）
【参加】 49社（51名）
【会場】 ホテルアネシス瀬戸大橋
【参加】 44社（45名）

■さぬき市
■丸亀市
【日時】 平成30年3月23日（金） 【日時】 平成30年4月6日（金）
【会場】 サンマリエフジイ
【会場】 オークラホテル丸亀
【参加】 26社（29名）
【参加】 26社（27名）

後継者倫理塾では三重県伊勢市にある公益財団法人修養団、
伊勢研修センターに研修をして参りました。今回の研修は全国の
後継者倫理塾だけの特別研修で、１都1府6県の塾生100名程と
の合同研修でした。礼儀作法、童心行、講話などを受講し、夜間気
温4℃の中での五十鈴川水行を行い衣服への感謝の気持ちを学
びました。
翌朝は乾布摩擦、清掃から始まり、正装で伊勢神宮内宮の御
垣内参拝を行いました。手水の作法をしてから通常では入れない
外玉垣南御門内で跪いて二礼二拍手一礼参拝を行いました。やは 表し、後継問題についてのワークショップを行うことで、経営者や
り伊勢神宮は空気が静粛で重々しく感じられ身も心も整った感じ 後継者の様々な意見交換ができ、とても貴重な研修体験となりま
を覚えました。帰りのバス車内では、今回の研修の感想を各自発 した。

■三豊
【日時】 平成30年4月26日（木）
【会場】 琴弾荘
【参加】 26社（28名）

後継者倫理塾卒塾生による

知覧宿泊研修 及び伊勢修養団研修 体験報告会
今後も倫理塾との合同活動を企画していきますが、各活動の時期は、
【日時】 平成30年4月18日（水）
【会場】 ウエディングチャペル セント・カテリーナ しっかりと検討して進めていきたいと思います。
【参加】 講演会45名 交流会30名
参加人数が予定より大幅に少ない中、参加者の方には、
卒塾生の体験談を聞くことができて良かった。という意見
や自分の会社の社員などにも聞かせてみたい等、良い感想
をたくさん頂きました。
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家庭に愛を!

委員会活動

「7人のなでしこ」モーニングセミナー・スピーチ
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企業に倫理を!

Report of event
平成30年度

香川県高松三木倫理法人会

事業体験報告:テーマ「実践倫理と倫理経営」
一般社団法人倫理研究所 法人レクチャラー 福岡県倫理法人会 副会長
満昌
株式会社創実エージェンシー 代表取締役 森井
講演:テーマ「大転換の時代 −つねに活路あり−」
一般社団法人倫理研究所 法人局 参事 法人アドバイザー
武利
税理士法人Ｃ＆Ｃ 岡庭

本年最大の活動行事である倫理経営講演会を無事終了するこ
とができ、役員・会員の皆様や多数の倫友各位にお礼申し上げま
す。当日の１０日前にはまだ参加申込が少なかったのですが、地元
の筒井町長にもご参加いただき最終的には１００名を超える参加
者となりほっとしているのが本音です。

森井満昌法人レクチャラーの誠意溢れる実践を通しての事業
体験報告に続き、講演では岡庭武利法人アドバイザーの税理士と
しての立場から説得力のある倫理経営の内容で、聴講者一同おお
いに倫理経営を理解されたと確信します。未会員企業も１４社参
加され、今後は普及に向って努力していきます。

▲森井 満昌 法人レクチャラー

▲岡庭 武利 法人アドバイザー

平成30年度

香川県高松東理法人会

事業体験報告:テーマ「倫理は宝の山」
一般社団法人倫理研究所

法人局 参事 法人レクチャラー
株式会社フジマ 代表取締役会長

藤麻 功
講演:テーマ「大転換の時代 −つねに活路あり−」
一般社団法人倫理研究所 法人局 参事 法人アドバイザー
隆德
東洋電機株式会社 代表取締役会長 松尾
２月２０日（火）高松国際ホテルにて、平成３０年度倫理経営講

演会を開催し、１７０名９３社の参加をいただきました。
事業体験報告では、藤麻 功 参事の素晴らしい実践をユーモアも
交えてお話いただきました。実体験に基づいた迫力のある話には、
大変感銘を受けました。良いことは迷いなく実践し、人にも勧める
実践は参加者も真剣な面持ちで聞き入っておりました。

また講演では、松尾 隆德 法人アドバイザーより純粋倫理をふ
まえての自社での取り組み、考え方、実践体験もあり、生き生きと
した大変理解しやすい講話をいただきました。穏やかな話しぶり
の中から、強い信念、行動力、決断力が感じられる内容となりまし
た。

▲藤麻 功 法人レクチャラー

▲松尾 隆德 法人アドバイザー
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平成30年度

倫理経営講演会

事業体験報告は、ご自身の体験に基づく内容で、自分の行動を
お世話役を４班に分け、各班４０名の参加者数目標を掲げて行
動し目標数に達した。目標に達したのも当日の運営が滞りなく実 変えることで周りも変わりすべてが好転することを改めて教えてい
施できたのも役員会員の協力の賜物です。講演はインパクトのあ ただいた。今後のフォロー（普及）については、先ず未会員の方に
る内容・話し方で会員の方はもちろん未会員の方にもわかりやす モーニングセミナー出席を呼びかけます。
く、活力朝礼を実施することの大切さを教えていただいた。

平成30年度

▲村山 明子 法人アドバイザー

倫理経営講演会

香川県丸亀市倫理法人会

事業体験報告:テーマ「倫理と共に34年」−支払日人生で一番楽しい日−
一般社団法人倫理研究所 法人レクチャラー 福岡県倫理法人会 久留米地区長
敏信
有限会社あねかわＯＡシステム 代表取締役 姉川
講演:テーマ「大転換の時代 −つねに活路あり−」
一般社団法人倫理研究所 法人局 法人スーパーバイザー
野中産業株式会社 代表取締役 野中真一郎
事前に充分な役割分担と確認作業を行っていたおかげでゆとり

【日時】 平成30年3月29日（木）
【会場】 オークラホテル丸亀
【参加】 118社（228名）

を持って開催することができた。久留米なまりを交えて、楽しく力
の入った事業体験報告は、自身の体験から心が変わっていく過程
がリアルに伝わり、よく理解できた。事業の成功例を『万人幸福の
栞』の内容と対比させてくれたことで、我々の学びが素晴らしいも
のであると再認識させていただいた。

▲姉川 敏信 法人レクチャラー

i

香川県坂出市倫理法人会

事業体験報告:テーマ「創業83年−三代目の苦難借金2億円完済物語」
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 相談役
庸志
株式会社クナイ 代表取締役 九内
講演:テーマ「大転換の時代 −つねに活路あり−」
一般社団法人倫理研究所 法人局 法人スーパーバイザー
明子
愛東運輸株式会社 代表取締役 村山

【日時】 平成30年2月27日（火）
【会場】 ホテルアネシス瀬戸大橋
【参加】 114社（136名）

▲九内 庸志 法人レクチャラー

倫理経営講演会

【日時】 平成30年2月20日（火）
【会場】 高松国際ホテル
【参加】 93社（170名）

家庭に愛を!

単会活動

倫理経営講演会

【日時】 平成30年2月19日（月）
【会場】 トレスタ白山
【参加】 93社（107名）

職場に心を!

講演は、ユーモアを交えた非常に落ち着いた話し方で、スッと心
に入ってくる感じだった。参加者の反応も良かったので今後の活動
に活かしていきたいと思います。
今後のフォロー（普及）は参加者リストを基に、普及拡大プログ
ラムに沿って、役員同士協力して訪問していきます。

▲野中 真一郎 法人スーパーバイザー
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企業に倫理を!

Report of event
平成30年度

香川県三豊倫理法人会

事業体験報告:テーマ「みんなで幸せになろう」
一般社団法人倫理研究所 法人レクチャラー 福岡県倫理法人会 監査
清春
小川清春税理士事務所 所長 小川
講演:テーマ「大転換の時代 −つねに活路あり−」
一般社団法人倫理研究所 法人局 参事 法人アドバイザー
彰司
増田運輸株式会社 代表取締役会長 増田

役員会員の協力により、ほぼ滞りなく当日の運営ができたが、も
う少し普段のモーニングセミナに参加されない会員さんに積極的
に参加の声掛けができたら、なおよかった。
講演はわかりやすくはっきりとして話し方で、具体例を交えなが
ら話され、自社経営の上でも活用しなければならないことを、おお
いに学ばせていただいた。また、ご自身の体験に基づいての事業

体験報告は心に残るものがあった。
この度の講演会は皆様のおかげで終えたという安堵と感謝が
ある一方、受付では「お世話役に徹する」という実践が不十分で
あった、と自省している。他単会の実施の様子などを学び、次回に
活かしていきたいまた、出席してくださった未会員の方には入会に
繋がるよう今後の活動を続けたい。

▲小川 清春 法人レクチャラー

▲増田 彰司 法人アドバイザー

平成30年度

倫理経営講演会

香川県善通寺琴平倫理法人会

【日時】 平成30年4月20日（金）
事業体験報告:テーマ「向上のために苦難がある」
【会場】 琴平グランドホテル紅梅亭 一般社団法人倫理研究所 法人レクチャラー 佐賀県倫理法人会 モーニングセミナー委員長
晃嘉
株式会社創研 代表取締役会長 寺﨑
【参加】 80社
（116名）

講演:テーマ「大転換の時代 −つねに活路あり−」
一般社団法人倫理研究所 法人局 法人スーパーバイザー
寿彦
仕事の都合上なかなか集合時間に揃わなかったが、てきぱきと
株式会社タキズミ 代表取締役会長 瀧住

準備ができた。動員についても、２月２２日の１０周年式典の後よく
集めたと思う。当単会では今回初めて立食形式で交流会を行った
が、たくさんの人との懇親ができてよかった。講演については、人
口および企業数減少を時系列で数値化し、時代背景を述べられこ
れからをどう対処するかを分かりやすくユーモアたっぷりに、家庭
と会社について話して頂き大変よかった。特に親子関係を縦軸に

夫婦関係を横軸に話され、また 延びる人の共通点や運の強い人
の話など例え話を入れよくわかった。
事業体験報告は、今問題になっている労働時間の話が皆の抱え
ていることであり、非常に参考になり、ご自分の大変ご苦労された
事を淡々と話され共感を得た。今後のフォロー（普及）について、役
員を中心に普及活動をしてまいります。

▲寺﨑 晃嘉 法人レクチャラー

▲瀧住 寿彦 法人スーパーバイザー
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家庭に愛を!

単会活動

倫理経営講演会

【日時】 平成30年4月11日（水）
【会場】 琴弾荘
【参加】 99社（156名）

職場に心を!
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設立10周年記念式典 記念講演 祝賀会

香川県善通寺琴平倫理法人会

【日時】 平成30年2月22日（木）
【会場】 琴平グランドホテル紅梅亭
【参加】 149名
記念式典：経過報告 副方面長による式辞
歴代会長感謝状授与
記念講演：テーマ『人生は連続ドラマ』
内山昌紀 法人レクチャラー
祝 賀 会：DVD『いどむ』を観ていただき、祝賀の
宴で交流会を実施。

▲経過報告

▲式辞

平成十九年一月十三日 香川県倫理法人会主催の
「年賀名刺交歓会」席上にて年度社数目標の「だるま
看板」を初代会長となる中野吉貫氏が掲げ、親とな
る丸亀市倫理法人会の指導・援助協力をいただきな
がら、倫理法人会活動が始動しました。五か月後に
は「開設式典」を挙行する運びとなり、さらに五か月
後の一月には念願の会員社数百社を有し、翌月二月
二十二日にいよいよ設立式典を執り行いました。
初代会長 中野吉貫氏、二代目会長 杉上敏憲氏、
三代目会長 川上正城氏、そして現会長 宮野博光氏 ▲記念講演
まで、倫理法人会活動を続けてまいりました。この
間、モーニングセミナー会場の変更など様々な試行
錯誤がありましたが、常に役員会員が心をひとつに、
を心がけました。
そして地域に根差した活動も重視しました。たとえ
ば地元琴平町に古くから伝わる『金刀比羅宮 例大
祭御神輿 発御』奉拝は必ず実施し、会員のみならず
地域の未会員の方も加わり厳粛で優雅な世界と歴
史を共有しました。また「カマタマーレ讃岐」の応援
や地域の酒造元から立春朝搾り、春の始まりの日の
未明に搾りあがった新酒の生原酒をいただく、など
数々の交流の場を持ちました。
いずれの場合も基本となる指針を忘れることなく
活動を続けて来られたのも、歴代の会長・役員そして
会員の皆さま方、さらに温かく見守り心を寄せてくだ ▲歴代会長 表彰
さいました地域の事業所様や多くの方々のおかげと を念頭に地域に少しでも役立つ活動に精進いたしますことをお誓いいたします
深く心に刻み、あらためて感謝申し上げます。
とともに、皆さま方の変わらぬご協力ご支援を賜りますようお願いを申し上げま
これからも「役を知り、役に徹し、役を越えない」 す。

▲祝賀会
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企業に倫理を!

Company visit

香川県高松東倫理法人会

〒761-1406 香川県高松市香南町西庄1730-1
TEL（087）899-8981
FAX
（087）899-8982

香川県三豊倫理法人会
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我社は社員の成果を可能な限り数値化・明確化し
て、一人一人の社員を公平公正に処遇する。
我社は月次決算を厳正に行い、その内容は全社員に
周知 徹底する。

代表取締役

a

n

s

理事長

田村

敬二

株式会社 スマイル・アート・カンパニー
本店

〒762-0032 香川県坂出市駒止町1丁目4-2
こうざと矯正歯科ビル2階
支店 〒762-0031 香川県坂出市文京町3丁目1019-7
TEL（0877）45-3710
FAX（0877）45-3739
弊社は、矯正歯科技工物を専門に製作している歯科技
工所です。その技工部門に加え『あらゆる角度からお客様
の笑顔作りをしたい』との想いから坂出市学園通りに店
舗をオープンしました。こちらではスムージーや歯科医院 主任
専売のグッズ・サプリメント・遺伝子検査・また海外イン 白川 友絵
ポート雑貨・災害用シェルターなどを販売しております。歯科専門スタッフが常
駐しておりますので、お客様の状態に適した歯科ケアグッズをご提案させて頂
いております。また体内のミネラル有害金属検査『オリゴスキャン』により、体
内に足りないミネラルの検査と有害
な残留金属を検査できます。その結
果を元に、ミネラル補給と有害金属
の配毒のために医療用サプリメント
をご紹介しています。また、日本では
珍しい核災害にも対応できる災害用
シェルターも取り扱っております。
美しい笑顔は身体の健康が必要不
可欠です。皆様の笑顔作りのお手伝
いをスタッフ一同努めております。

照夫

10

香川県東かがわ市倫理法人会

エコー・２４時間心電
図検査なども行ってい
ます 。また最 近は 、往
診・訪問診療も積極的
に行っており、在宅での
看取りも行っています。
これからも、地域の
皆様方が笑顔で健康に
生活できますよう、一緒
になってお支えしていき
たいと頑張ってまいり
ます。今後ともよろしく
お願いいたします。

株式会社 求人タイムス社
〒768-0022 香川県観音寺市本大町1541-3
TEL（0875）25-0404
FAX
（0875）25-4884

医療法人社団田村内科医院
〒767-2601 香川県東かがわ市三本松353
TEL（0879）25-2868
FAX（0879）25-3236
当医院は、昭和３６年に先代である父がこの地に開業し、今
年で５７年目を迎えました。平成１１年より私が継承し、現在に
至っております。
『地域のかかりつけ医』として、生活習慣病を中心とした内科
的疾患の他にも、小児科・整形外科・泌尿器科などの幅広い疾
患に対応しています。専門分野の循環器疾患に関しては、心臓

私が解体業を始めたのは、20歳の時でした。30歳
の時に独立させていただいて、おかげ様で弊社は、創
業13年目を迎えることができました。解体工事はただ
建物を壊すわけではありません。
この20年余りで建物の構造や工事に関わる法令も
代表取締役
大きく変わりました。その時代に合った工法で周辺環
花房
伸
境への影響を最小限にする高い安全性を確保し、適
徹 底した 分 別 解 体
切な解体方法を選択しなければなりません。
〔Reduce
（リデュース＝ご
家を壊している業者は沢山ありますが、弊社では
みの発生抑制）
、Reuse（リ
「未来につなぐ、あなたのエコをカタチにしたい。」をコ
ユース＝再使用）
、Recycle
ンセプトに一軒一軒を丁寧にお客様の家を壊すので
（リサイ
クル＝ごみの再生利
はなく、次に繋ぐ為の、解体をおこなっています。
用）〕を行なうことで、地球
環境の保全にも貢献でき地
域社会の発展にも繋がると
信じ、今後も解体専門業者
であり続け、社員一同、技術
の向上に努め技術力、実績
で信用を築き、安心感を与
えられる企業を目指します。

川崎

家庭に愛を!

会員紹介

株式会社 珀栄

−我社の経営理念−
①社章 我社の社章は明るい日差しを浴びながら太陽
に向かい咲き誇る、大輪のひまわりです。我社も、ひまわ
りのように明るく朗らかな企業風土づくりに励みます。
②社是 可能性への挑戦
③我社の事業目的 これぞ自分の天職だと思える仕事
に出会えたなら人生、こんな幸せなことはないでしょう。
私たちは職を求める人、人を求める企業に対してそれぞ
れ最適の職場・最適の人をお世話するのが目的です。
④我社の仕事姿勢
我社は、年間目標というひとつのゴールに向かって全
員 が一致団結して行動する。一人も無駄な動きをする者
はいない。
一人たりとも不必要な者はいない。しかも、可能な限
り最先端の技術を積極活用して可能性の実現に向けて
挑戦を続ける。
我社は道義性を利益よりも重んじて、正しく世の中の
役に立つと信じる事業のみを手掛ける。

職場に心を!
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香川県坂出市倫理法人会

