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挨拶 礒村安倫塾長

後継者倫理塾第 2 期生修了式
高松国分寺ホール

９６名の出席者が見守る中、松熊秀樹県会長から
１０名の塾生に修了証が授与され、労いと激励の言
葉が贈られた。礒村安倫塾長は挨拶で、この厳しい
状況下に塾生の両親・所属企業の経営者が塾生を送
り出し、支えてくれたことに謝意を表し「一人も欠
けることなく、この日を迎えることができましたこ
とに感謝申し上げます」と述べた。
塾生による発表では、塾での学びや、それを通し
ての気づきを今後各々がどのように活かして実践し
ていくか、決意が堂々と述べられ、出席者も姿勢を
正して聞き入った。その後、塾生全員で、今期の塾
の運営状況を報告。
続く「修了生からの激励」では、昨年の第一期生
とともに全塾生が心を合わせて朝礼実演を行い、そ
の一体感に、出席者からは感嘆の声が上がった。
最後に、塾生全員で「塾生の誓い」と「塾生の信
念」を斉唱。それぞれの決意を胸に、晴れ晴れとし
た表情で式を終えた。

「ごあいさつ」

「ごあいさつ」

この度、丸亀市倫理法人会の会長を拝命いたし
ました白川です。
平成２６年９月より３年間、６代目会長を務め
させていただきましたが、任期中に私自身が大病
を患い、皆さまに支えていただいた経緯があり、
その恩返しのつもりで今回は特別に１年限りのつ
なぎ役をお引き受けすることとなりました。
香
目下、新型コロナ禍の真っ最中にありまして、
川
当会においても日頃の活動がどうしても制限され
県
る状況を迎えています。そうした変化の中にある
丸
亀
今こそ、一致団結して気持ちを寄せ
市
合い、また知恵を出し合い、倫理の
倫
実践を重ねながら、伝統ある丸亀市
理
倫理法人会をより大きく発展させて
法
参りたいと思います。
人
私自身も自己成長と変革を目指し
会
て、会員の皆さまと共に邁進して
まいる覚悟であります。どう
ぞよろしくお願い致します。
会長 白川 洋一

「出会い」

「おめでとうございます！あなたはもう幸せです。」

令和３年度高松東倫理法人会の８代目会長を拝
命いたしました、上原要一です。倫理法人会に入
会させていただき９年が経ちました。４代目東原
会長と出会わなければ倫理法人会の入会はもちろ
ん、今の私は無かったと思います。人との出会い
香
で人生は大きく変動します。
川
良い出会い、良い学びが出来る環境を高松東倫
県
理法人会は作ります。
「来てよかっ
高
松
た」
「また来たい」と思えるモーニ
東
ングセミナーになる様、創意工夫
倫
し、会員の皆さまと共に会の運営
理
に取り組んでいきます。
法
また、今年は高松東倫理法人会
人
会
設立２０周年です。更なる会の発
展、繁栄を願い、努力してい
きますので、皆さまのご協力、
よろしくお願い致します。
会長 上原 要一

「ブレイクスルー

令和３年度、高松市倫理法人会１１代目会長を
拝命させていただきました荒木和夫と申します。
昨今のコロナ渦や様々な自然災害の中、私たち
中小企業の経営環境は常に変化し、それに対して
直ちに対応していかなければなりません。
倫理法人会で勉強していく中で私自身が感じて
いる事は経営者が成長・行動し、周りに良い影響
香 を与え、協力者をどれだけ増やせるかだと思って
川
県 います。様々な変化や苦難に対応するためには私
高 一人だけの力では限界があると思います。
松
今、学んでいる「純粋倫理」をよ
市
り多くの人に伝え、仲間を増やすこ
倫
とで社会貢献にも繋がっていきます。
理
今回、会長という自分自身を成長
法
させることが出来るチャンスを与え
人
会
てくださったことに感謝します。
会長１年目「自由で愛と喜
びを与えている男、世界一」
で頑張ります。
会長 荒木 和夫

この度、三豊倫法人会の会長を務めさせていた
だくことになりました山岡正士と申します。皆さ
ま、どうぞよろしくお願いします。
明るく、楽しく ｢倫理法人会に入っていて良か
った」「早起きした甲斐があった｣と、会員の皆様
香 に実感してもらえる会づくりを進めてまいります。
さて、就任１年目は経営者モーニングセミナー
川
県 の充実を最重点に取り組んでまいります。早朝の
三 学びが一人でも多くの参加者にとって、行動のヒ
豊
ントやきっかけ、あるいは一日の
倫
活力源となりますよう、役職者一
理
丸となったサポート体制を構築し、
法
運営致します。幸せも不幸も自分
人
の心の中から生み出される人工物
会
です。歪んだ心、沈んだ心、傷付
いた心を明るく、前向きで、幸せ
な心に整える、そのような場を提
供してまいります。皆さまのご協
会長 山岡 正士 力、よろしくお願い致します。

打つ手は無限」

令和３年度東かがわ市倫理法人会９代目会長を拝
命しました昌山晃一呂です。会長職２年目というこ
とで、今期は悔いの残らないように「覚悟」「挑戦」
「突破」の年にしたいと思っております。
現在もなおコロナ禍が続いておりますが、昨年度
香 はこれからという時に活動が出来ず、このままでは
川
県 いけないと思いつつ、何も行動が出来なかった一年
東 となってしまいました。ただしその原因は外的要因
ではなく、自分に勇気と行動が足
か
りなかったせいだと感じています。
が
わ
今期のスローガンは「ブレイク
市
スルー 打つ手は無限」と致しま
倫
した。東かがわ市倫理法人会は設
理
立から１７年、これからも発展し
法
続ける為には、既成概念を進化さ
人
せる必要があります。東かがわ市
会
会員が心を合わせ、一丸となる時
が来ました。皆さま応援どうぞよ
会長 昌山 晃一呂 ろしくお願い致します。

「倫理で社風が変わる」
令和３年度より香川県坂出市倫理法人会の７代
目会長を拝命いたしました松原千秋と申します。
ここ最近、社会環境が大きく変化し、経営環境
が厳しくなったと感じている経営者が多いのでは

香
川
県
坂
出
市
倫
理
法
人
会

ないでしょうか。
そんな中において、人間の心をどう持つかとい
うことがこの苦境を乗り越える一つの方策である
のではないかと思います。
経営者の心持ちが変われば社
風も変わります。私自身も会員
の皆さんと共に学び、実践し、
入会して良かったと言ってもら
えるような会にしたいと思いま
す。どうぞよろしくお願い

会長

松原 千秋

致します。
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「やる気！元気！三木！」

「絆、繋ぐ」
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。１５周年
記念事業に関しまして、たくさんの方に御尽力いただ
香 き誠にありがとうございます。改めて皆さまに支えら
川 れての１５年間なのだと実感いたしました。
県
１５年の間積み上げてきた絆を、
高
２０年３０年と繋げて行くための懸
松
け橋となるのが会長としての責務だ
南
と思い取り組んでまいります。
倫
また、モーニングセミナーでは役
理
法
職者全員が一丸となって会員の皆さ
人
まが安心して参加出来、楽しく倫理
会
を学べる場つくりを行ってまいりま
す。企業に倫理を家庭に愛を広める
ために微力ながら取り組んでまいり
たいと思いますので、ご指導ご鞭撻
会長 三好 正人 の程お願い申し上げます。

「すべてを受け入れ、元気を発信 !!」
令和３年度、引き続き会長を拝命いたしました、
香 岡野尚美でございます。予期せぬ出来事が頻発す
川 る昨今、すべてを受け入れ「打つ手は無限だ」｢き
県
善 っと良くなる」と未来に対して希望を高く掲げ、
通 当単会から「元気を発信」していく所存でござい
寺
ます。そのために、各委員会相
琴
互の連携を強め、一人でも多く
平
倫
の方に純粋倫理に根ざした倫理
理
経営の良さを伝えていきます。
法
本年度も皆さまと心を一つに
人
会
し、明るく、元気な単会運営に
徹します。
ご指導・ご協力の程、よ
ろしくお願い申し上げます。
会長 岡野 尚美

行
事
案
内

9/7
MON

令和３年度 辞令交付式
オークラホテル丸亀

14:45 〜 15:30 キャリア会

会長

三野 聡

「歴代の想いを繋ぐ」
さぬき市倫理法人会に入会させていただき約２
年経ちました。まさか自分に単会会長のお役が回
ってくるとは思いもしませんでしたし、即答でお
香 断りさせていただきました。ただ「チャンスの神
川 様には前髪しかない」と通り過ぎる前に掴んだよ
県
うで結局のところお引き受
さ
けさせていただいた次第で
ぬ
す。思いがけずやってきた
き
自分を成長させるチャンス。
市
会長としての覚悟、歴代
倫
理
会長の想いを継承したうえ
法
で会員の皆さまの家庭円満
人
や自社の発展に繋がる運営
会
が出来たらと思います。
皆さま、ご協力の程よろ
しくお願い申し上げます。
会長

近江 照博

9/17・18
THU

新入会員オリエンテーション

FRI

17:00 〜 18:30 辞令交付式

17 日
18 日

18:40 〜 19:00 令和２年度行事会計監査報告

18:30 〜 19:30 新入会員オリエンテーション

19:10 〜 20:40 懇親会

19:10 〜 20:40 懇親会

香川県倫理法人会

令和３年度 倫理経営講演会

４

香
川
県
高
松
三
木
倫
理
法
人
会

令和３年度、高松三木倫理法人会２期目の７代
目会長を拝命しました三野 聡です。
未曾有のコロナショックにより２ヶ月の活動自
粛、１ヶ月にわたる Zoom のみのモーニングセ
ミナー開催と任期の１/４は不完全燃焼でした。
今期はおもしろい口だけの会長は卒業し、苦難
福門・ピンチはチャンスに変
え、常にポジティブ思考で実
行し直ちに正しさを証明しな
ければなりません。
「やる気！元気！三木！」
「明朗 愛和 喜働」口角を上げ、
笑顔で実践するのみです。
高松三木の心強い役員・会
員の皆さま、この１年燃え尽
きる覚悟で会長職を全うしま
すので何卒ご指導ご協力よろ
しくお願い致します。

令和３年１月 25 日（月） 高松三木

トレスタ白山

令和３年１月 28 日（木） さぬき市

サンマリエフジイ

令和３年２月 16 日（火） 高松東

JR ホテルクレメント高松

令和３年４月 15 日（木） 高松市

ホテルパールガーデン

令和３年４月 16 日（金） 善通寺琴平

紅梅亭

令和３年４月 22 日（木） 丸亀市

オークラホテル丸亀

令和３年５月 18 日（火） 東かがわ市

ベッセルおおちの湯

令和３年５月 19 日（水） 高松南

田村神社会館

令和３年５月 25 日（火） 坂出市

ホテルアネシス瀬戸大橋

令和３年５月 26 日（水） 三豊

観音寺グランドホテル
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高松国際ホテル（東讃地区）
ホテルアネシス瀬戸大橋（中西讃地区）

普及拡大委員会

いろいろな
行事に楽しく
参加してね！

＊ 各種行事予定は「新型コロナウイルス」感染拡大の状況
により変更になる場合があります。ご了承下さい。

県
行
事

8/8
SAT

令和３年度役職者基礎研修
ホテルアネシス瀬戸大橋

香川県倫理法人会主催の、
次年度の役職予定者の基礎
研修が行われました。
中国・四国方面担当の松
本光司方面長をお迎えし、
県下全域から多くの役職予
定者が参加。倫理法人会の
成り立ちや純粋倫理・倫理
経営の意義、活動内容について、詳しくレクチャ
ーしていただきました。
その後、分科会に分かれて熱心に討議。全体会
で各委員会の来期の活動の発表が行われました。
全体会の後は懇親会を行い、
新型コロナ対策を取りながら
の節度ある交流の場となりま
した。
参加者にとって大変有意義
な研修会となったと思います。

香川県倫理法人会

7/20
・
MON

7/21 モーニングセミナーマニュアル研修
TUE

香川県産業頭脳化センター

令和 3 年度行事としては県下初
となるモーニングセミナーマニ
ュアル研修を開催致しました。
令和３年度は９名の単会モー
ニングセミナー委員長が新任と
なる事もあり事前準備をしっかり
行い、万全を期してモーニングセミナ
ー活性化に向けた活動が行えるよう、単会執行部や
軸となる役員の方にも参加していただきました。
設営準備→リハーサル→モーニングセミナー朝礼
→モーニングセミナー→あとかたづけ→朝食会まで
を時間の配分や各要点を説明しながら「変わらぬも
の、変えてはならぬもの」＝法人局マニュアル。「変
えなければならないこと」＝香川県下統一マニュアル
を段階的に解説させていただきました。
活発なご質問が飛び交い実り多き研修の時間にな
ったものと確信をしております。今一度「０」の起
点に立ち明朗な心で実
践の場を「皆で作る」
為にも皆さまのご協力
をよろしくお願い申し
上げます。更なる“新”
に挑みましょう。
モーニングセミナー委員会

万人幸福の栞解説指導者研修

朝礼基本マスター研修（MS 版）

ホテルパールガーデン

各単会モーニングセミナー会場

令和２年度「万人幸福の栞」解説指導者研修の
第３回目（最終回）が１７名参加で開催されまし
た。引き続き、川又久万法人局名誉専任研究員が
講師として、新型コロナウィルスの影響も懸念さ
れましたが「密」を避け広い会場かつ、懇親会な
しで、実施しました。
参加者全員、好きな条文一つ、３０分間の解説
講話ができる原稿を準備して、くじ引きによって
３名の方が幸運にも（？）発表者となり、実戦さ
ながら解説講話していただきました。
なんと！県研修委員長と副委員長、川又先生に
倫理指導を受けた、さぬき市会長の３名が発表者
でした。それぞれ発表後、川又先生に総括・講評
をいただきました。
この研修全４回皆勤の方々には県会長より修了
証が授与されます。研修参加者の皆さま、ご苦労
様でした。ありがとうございました。
今後、県
内各単会の
MS で解説
講話される
実践を期待
します。
研修委員会

委
員
会
行
事

朝礼委員会では、職場の教養を活用した「活力朝
礼」実施企業を広めるために、朝礼基本マスター研
修を開催しました。
前編（講義）では、活力朝礼の定義・特色とポイ
ントを学び、基本動作の習得を実践しました。後編
（実践）では、チームに分かれ、職場の教養を用いた
活力朝礼の実習を時間いっぱい行いました。役割を
一通り終えたころには汗が流れるほどで、参加者の
熱心さが伝わってきました。コロナ過の影響で、後
編の開催は何回も延期になり、又中止の単会もあり
ましたけれども、係わっていただいた皆さまのご協
力のおかげをもちまして、開
催する事ができました。
令和３年度は「朝礼研修モ
ーニングセミナー版」と改名
し更なる向上を目指します。
朝礼委員会
ありがとうございました。
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単
会
活
動

長年の感謝を込めて
東かがわ市倫理法人会
６月 30 日をもって、モ
ーニングセミナー、倫理経
営講演会の会場として当単
会を長年支えてくれた三本
松ロイヤルホテルが閉業す
る事となりました。
同会場で最後となるモーニングセミナーには大勢
の倫友が集まり、これまでの思い出を語り合う時間
がとられました。
７月からは新しい会場でのリスタートとなります。
会場が変更することでしばらくは試行錯誤が続いて
いくと思いますが、力を合わせ新しい東かがわ市倫
理法人会を盛り上げていきたいと思います。
最後になりまし
たが、これまで当
単会をお支えいた
だいた三本松ロイ
ヤルホテル様に心
からの敬意と感謝
を述べたいと思い
ます。

7/8
WED

800 回記念モーニングセミナー
坂出市倫理法人会

松岡賢法人局参事をお迎え
し、８００回の記念すべきモ
ーニングセミナーを、坂出市
の会員のみならず他単会から
も多くのご参加をいただき、
盛大に開催することが出来ました。（Zoom 併用）
『坂出市倫理法人会誕生のいきさつ』と題して行わ
れた講話は、とても懐かしく感慨深いものでした。
今後も、９００回１０００回と
素敵なモーニングセミナーが
開催できるよう、役員一同
力を合わせて、倫理活動に
邁進してまいります。
ありがとうございました。

６
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6/30 Zoom で繋がるモーニングセミナー
TUE

高松三木倫理法人会

日々、絶え間なく報道される、新型コロナウイル
ス関連のニュース。耳慣れないカタカナ言葉に翻弄
されながら、高松三木倫理法人会も４月からモーニ
ングセミナーを中止せざるを得ませんでした。
しかしこの日、高松三木倫理法人会では、いち早
く“Zoom”によるモーニングセミナーを行いました。

この日は、女性会員による『会員スピーチ』。
倫理に入会し、お孫さんが職場の教養を読んでくれ
た事がとても嬉しかったとのことでした。
以前、お遍路で八十八箇所を巡っている最中に見
つかったガンも克服され、今年は４廻り目となる遍
路を“逆打ち”で、と張り切っていました。
会員に伺うと、自粛期間中には、お墓参りや整理
整頓、庭木の剪定に職場の教養読破、食事はテイク
アウトと様々な過ごし方を工夫したとのこと。早く
このコロナ禍が笑い話になりますように・・・。
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設立 15 周年記念式典
高松南倫理法人会

高松南倫理法人会の節目となる 15 周年式典が、
ザ・チェルシーにて行われました。
溝渕弘起専任幹事の経過報告の後、松本忠法人ア
ドバイザーの式辞、松熊秀樹会長の祝辞、稲澤信幸
会長の謝辞で第１部が閉幕。
第２部では歴代会長への感謝状と花束の贈呈が行
われました。記念講演会では、滋賀県倫理法人会副
会長、能登 清文氏の「人間繁盛、商売繁昌への実践」
のテーマで講演いただきました。大変興味ある内容
でした。

第３部は、お待ちかねの祝賀会。細川修吾相談役
の挨拶の後、森勝一相談役の乾杯で祝賀会がスター
トしました。最後に三好正人副会長の中締めで祝賀
会を終了しました。
おかげさまで盛会
のうちに式典ならび
に、祝賀会を執り行
うことができました。
ありがとうございま
した。

料理教室

結びとまんぷくご飯

プロスパークラブサンダ
高松東倫理法人会

高松市倫理法人会
“結びとまんぷくご飯”は、
香川県高松市にある料理教室
です。「You are what you
eat」
（あなたはあなたが食べ
たものでできている）を合言
葉に、体に優しいおうちごは
んとおやつを少人数制で丁寧にお伝えしています。
また、料理の基本を知り、料理を楽しむ〔花嫁お
うちごはん講座〕が人気です。
コロナウイルスの影響でこれまで以上に〔健康〕
を意識することが増えたと思います。〔健康〕への
第一歩は、毎日の食事を見直すことからです。
「旬の食材を食べること」「体に優しい調味料を使
うこと」をぜひ意識してみてく
ださいね。
これからも皆
さまの健康や暮
らしがよりよく
なるお手伝いを
していきます。
どうぞよろしく
お願い致します。 教室：高松市西宝町

プロスパークラブサンダは、香川で最初の総合フィ
ットネスクラブとして、また、地域に密着したスイミ
ングスクールとして、おかげさまで、来年４月で創立
３５周年を迎えること
となりました。
これもひとえに地域
の皆さま、会員の皆さ
まのおかげと心より感
謝しております。
今年は、新型コロナ 休業中に
ウイルスの影響のため、スタッフ全員で
外出自粛や休業要請を受け、スポーツクラブ業界全体
も新たな時代への変化を求められています。
こんな時代だからこそ、「 日々好日 」を肝に銘じ、
これを最高のチャンスと捉えて、社員一丸となって進
んでまいりたいと思っております。
これからも、皆さまに愛されるク
ラブとして、こころとからだの健康
をサポートしてまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願い
致します。

代表取締役

彩

手打うどんえびす

（有）レディースファッションミミ

高松東倫理法人会

東かがわ市倫理法人会

有名老舗店舗で
腕を磨いたうどん
職人さんをはじめ、
笑顔あふれる女性
たちの楽しい職場
となっています。
皆さん、一度お
店に来てみてくだ
さい。

087-802-2209

高松市木太町2702-1

by 川添金物株式会社

近隣地域の食サ
ービスがどんどん
減っていく中で、
シングルマザーの
雇用創出を兼ねて
うどん屋さんをは
じめました。
川添金物株式会社
専務取締役
川添弘英です。

香川県 高松市 鶴屋町 2-8

小倉英幹

087-837-4666

090-1577-3943
にある自宅キッチン

辻

開店早々近所の自社へ味の
確認ということで、揚げた
て天ぷらが届きます。

会
員
紹
介

私は、東かがわ市で有限会社レディ
ースファッションミミに取締役として
勤務しています。
弊社は来年で創業 50 周年を迎える
こととなりました。婦人服、鞄、雑貨
小物販売の小売店が 2 店舗、ならびに、
委託販売をしております。また、県内
県外各地にて展示会即売会も出店しています。
私でミミは３代目。母の元でこの６年間修行しておりま
す。その中で【婦人服店の男性販売員】として幾度も葛藤
がありました。婦人服のお店なのに、男の私でできるのだ
ろうかと思うこともありましたが『目の前のお客様に真摯
に』と言う母よりの教えの一言もあり、今は母と６人のス
タッフと日々奮闘しております。
今、東かがわ市には婦人服店が数えるほどまでに少なく
なっております。その中で『この土地に住む方々を美しく
するお手伝いが出来れば』と言う思
いでスタッフ一同、日々営業してお
ります。綺麗になりたい
女性の方！男性の方も
奥様やお母様のプレゼ
ントに！どうぞよろし
くお願い致します！
香川県東かがわ市三本松680-101

0879-25-1945

小野寺雄也
mandegan sanuki 2020.9
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高松市倫理法人会

●

・（株）ビーバーホームズ
・陽子線がん治療のコンシェルジュ
オフィス うえた

高松東倫理法人会

・（株）エス
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坂出市倫理法人会

善通寺琴平倫理法人会
・アカマツ㈱善通寺営業所

・（株）ヤエス福祉事業部

令和３年度
運営委員会
組織図

浜田 恵造 顧問
中野 吉貫 相談役
国方 康夫 相談役

5/1 〜 7/31

高松南倫理法人会
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●
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新しい倫友の皆さんです！

新
入
会
員

・（株）ＳＴＭ

平賀 伸明 幹事長

川上 正城

香川県丸亀市倫理法人会

草薙 順彦

香川県坂出市倫理法人会

中西讃地区地区長

兼間 達郎 副幹事長

香川県三豊倫理法人会

中西讃地区副地区長

内海 信一

香川県高松市倫理法人会

東讃地区地区長

香川県高松東倫理法人会

米田 均

細川 和彦 監査

由佐 紹二 副会長

辻

佳宏 事務長

田太 隆司 監査

杉上 敏憲 副会長

西村 周子 副事務長

香川県東かがわ市倫理法人会

東讃地区副地区長

香川県高松南倫理法人会
香川県高松三木倫理法人会
香川県さぬき市倫理法人会

普及拡大

モーニングセミナー

研修

朝礼

広報

女性

委 員 長

川西 弘城

尾崎 和憲

東原 寛二

細井 高志

吉井 正人

髙橋 ひろ

副委員長

喜田 浩一

山本 恵輔

二川三四郎

高橋 秀年

丸 亀 市

土屋 裕美

岡崎 伸基

住野 賀代

塚本 正洋

井上 喜雅

宮本 俊子

笠井 裕介

高 松 市

尾崎 康宏

岸下 康洋

櫻井 和臣

古家 有喜

谷川 俊一

川畑 里佳

三好 竜史

高 松 東

長友 英司

猪井 毅史

洲崎 正邦

豊永 大輔

中西 俊介

松浦 景子

三田 一也

三

豊

秋山 益廣

岡田 憲雄

藤村 勝己

中嶋 大介

渡辺 大輔

竹内美津代

山地 英司

東かがわ

赤山 芳隆

桑島

渡邉 規昭

丸山 哲也

田中

緑

冨田奈和代

松井 純平

坂 出 市

大平 幸弘

好井 優明

南

丈晴

片岡 政和

丸山

正

嵯峨根真千子

杉本 光年

高 松 南

黒川

保

武田樹市朗

森田 浩之

礒村 諭治

樋口

満

鴻上千恵子

小西 卓朗

高松三木

大下 真弓

新家谷剛志

蒲生 幸代

東

山路 静江

植田 真理

大森 貴文

善通寺琴平

綾野 孝彦

三宅 崇博

美濃

章

吉田 光惠

水原

弘

平川 裕子

金丸

誠

さぬき市

砂川 昌幸

野崎 雄資

北村 修一

二川大治郎

青木 一恵

網 千代美

川

猛

功

編集後記
今回のまんでがんから少しデザイン
が変わりましたが、内容はこれまで通
りですのでご安心を！
より一層、皆さまに楽しんで役立て
ていただけるよう広報委員会一同、努
めてまいります。ご協力の程よろしく
お願いいたします。
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敏雄

髙橋

青年
赤松

渚

後継者倫理塾準備委員会
塾長

山田 祐司

副塾長

礒村 安倫

運営副
委員長

青木 直哉
三田 一也

委員

白川 明宏
二川 晃一
三田 一也
国方 浩二
松浦 清貴

運営委員長

石川 力也

杉本 光年
齊藤 義政
（丸亀市）
（高松市）
（高松東）
（三豊）
（東かがわ市）

草薙 竜彦
礒村 安倫
大森 貴文
石川 力也
多田 啓祐

諭

（坂出市）
（高松南）
（高松三木）
（善通寺琴平）
（さぬき市）

一般社団法人倫理研究所 香川県倫理法人会
http://kagawarinri.jimdo.com/

委員会

TEL 087-814-5070 FAX 087-814-5071
mail rinri-k @ shikoku.ne.jp

事務局

松熊 秀樹 会長

香川県善通寺琴平倫理法人会

