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倫理 くまもと

　会長の熱い想いを、必ずや具現化しようと、会長と幹
事長を中心とした天草普及支援プロジェクトメンバーと
新たに天草倫理法人会会長となる原田会長をはじめ地元
の方々の活動している様子が日々感じられます。
　今現在も天草普及支援プロジェクトによるメンバーが、
想いの種と成功の種を蒔き続けております。必ずや 6 月
には天草の地に、新たな花が咲き実を結ぶことでしょう。

　会員の皆様で天草の地に倫理法人会へお誘いしたい企
業様がございましたら、何卒ご紹介下さいます様お願い
申し上げます。　　　　　　　　　　　　（広報委員）

　「６月 23 日には、必ずや 100 社を持っての開設を目指
します!」この言葉は、昨年、山本会長が、天草地域に
一度消えた倫理法人会の復活を目指した決意表明です。

　それから、決意表明からしばらくして立ち上がったの
が天草倫理普及活動の専用LINEです。
　ここ数ヶ月、携帯のライン音が活発に鳴り響きます。
それは、天草倫理法人会立ち上げに向けたプロジェクト
チームによる、新たな入会者の嬉しい報告やご紹介連絡、
また激励のメッセージなどです。

天草に一度消えた倫理法人会の復活が、いよいよ具現化‼天草に一度消えた倫理法人会の復活が、いよいよ具現化‼天草に一度消えた倫理法人会の復活が、いよいよ具現化‼

笑顔の宝島、天草!がんばろう熊本笑顔の宝島、天草!がんばろう熊本笑顔の宝島、天草!がんばろう熊本

かかし祭り（天草・宮地岳地区）
今年の「かかし祭り」のテーマは
“土搗（どつき）の風景”です。昭和の
時代にみんなで協力した家の基礎
固めの様子を表現しています。
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本誌「倫理くまもと」の誌面広告を募集致しております。
サイズ（タテ50㎜×ヨコ45㎜）でカラー刷
１枠4,000円です。ご希望の方は右記事務局（榊）までご連絡下さい。

 広告スペースのご案内 

新入会員のご紹介（敬称略）

● 阿蘇倫理法人会 ●

３月 30日現在

あそ住宅保全
阿蘇市内牧987-10

阿　部　靖　幸
☎0967-32-5516

● 菊池合志倫理法人会 ●
NEXT WALKER
熊本市中央区帯山8-6-20
　　　  プレシールⅠ205

坪　山　大　志
☎080-1786-5276 

● 玉名倫理法人会 ●
五センス
合志市幾久富1758-620

あ・うん
玉名市高瀬414

ようこそ！じーばーずCafeへ
熊本市中央区薬園町11-18-104

㈱トヨタテクノコーポレーション
熊本市南区富合町清藤464-11

ウォーターフロンティア
菊池郡大津町大林225-1

トータルリペアecoサポート
荒尾市平山2456-20

庄山農園
玉名郡和水町中和仁756

㈱池鶴
玉名郡和水町江田4348番地

Lounge Artist
玉名市繁根木192 レビュービル2階

原　園　三月遥
☎090-7922-2645 

松　本　陽　子
☎080-8362-6055   

星　野　菊　子
☎096-346-1207   

豊　田　　　隆
☎096-357-7547 

上　村　弘　起
☎096-221-7781  

平　和　大　祐
☎090-9498-3843

庄　山　直　紀
☎0968-34-3769

池　田　聡　明
☎0968-86-2033

前　田　　　静
☎0968-74-5380  

● 熊本市倫理法人会 ●
（同）HIAスポーツ推進企画
熊本市中央区帯山5-38-10-106

イオン少額短期保険㈱
東京都千代田区神田錦町3-22
　　　　テラススクエア4階

㈱QoQ
熊本市北区下硯川町2058-3

㈲コピント新星
熊本市中央区水前寺6丁目37-24

㈱ひまわり石工
熊本市東区戸島町886-3

生　駒　春　美
☎090-3329-0984 

佐　藤　久　美
☎03-6895-0950 

古　田　貴　彦
☎070-5277-9251 

福　田　智　子
☎096-385-0807

藤　野　博　昭
☎096-380-3526   

● 熊本北倫理法人会 ●
宮﨑　千春
熊本市北区龍田陳内2丁目38-9

宮　﨑　千　春
☎090-4583-7424 

● 荒尾市倫理法人会 ●
㈱高建工業
荒尾市住吉町10-16

光建工業
玉名市岱明町庄山836
　　ウィンドバレーＡ-105

㈱内野保険事務所
荒尾市増永2800番地22

大慎工業
玉名市築地887-15

橋本商店
荒尾市平山2315-13

古　賀　高　宏
☎0968-80-0145 

山　元　宏　光
☎0968-76-0485 

内　野　博　敏
☎0968-57-8467 

大　崎　慎　吾
☎090-7385-7399

橋　本　　　毅
☎0968-68-6222   

● 山鹿市倫理法人会 ●
遊工房
山鹿市鹿北町岩野965-1

リバー
山鹿市中央通1007番地

㈱エスケーホーム
山鹿市鍋田178番地1

井　手　　　満
☎0968-32-2085

井　上　祐　輔
☎0968-43-2655

瀬　口　　　力
☎0968-44-3559      
           

● 人吉市倫理法人会 ●
岩本司法書士事務所
人吉市上青井町123番地8

水野牧場㈱
球磨郡錦町木上北1492-3

社会福祉法人加登住福祉会
　あいだこども園
人吉市東間上町2789番地

HAIR COPTER
福岡市博多区住吉4-28-13
  エンクレスト博多Ⅱ-1階

三ツ矢建設㈱
熊本市中央区神水2丁目12-11

マーラインエリナ
球磨郡錦町西1948-73

㈱エイジス
人吉市相良町1008-1

岩　本　　　健
☎0966-32-9915 

水　野　和　明
☎090-9729-5125

加登住　　　亮
☎0966-22-4542 

山　本　卓　央
☎092-473-7600
 

山　崎　淳一郎
☎096-381-1900  

立　道　昌　子
☎0966-38-3900   

都　登　祐　樹
☎0120-346-117  

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
㈲上昇
熊本市北区龍田町弓削6丁目29番28号

野　田　伸　哉
☎096-339-8818      

● 熊本市中央倫理法人会 ●
（同）サンスマイル
熊本市南区野田2-9-12

松　本　由　美
☎0964-53-9764      

● 熊本市南倫理法人会 ●
ＦＫ総合㈱
熊本市北区清水亀井町22番14号

櫻　井　清　太
☎096-342-5763     

● 熊本東倫理法人会 ●
学校法人 玉虫学園
　滝尾幼稚園
上益城郡御船町滝尾6257-9

㈱ONE STEP
上益城郡山都町成君1221

古　閑　榮　実
☎096-282-0937 

栗　﨑　悌　二
☎0967-72-1611      

中村表具店
葦北郡芦北町芦北2281-2

古石交流館 みどりの里
葦北郡芦北町古石391-2

縁
葦北郡芦北町古石499

中　村　　　徹
☎0966-82-2490  

福　山　勝　廣
☎0966-86-1835 

有　吉　洋　一
☎0966-86-2182 
 

● 八代市倫理法人会 ●
福上産業㈱
薩摩川内市樋脇町塔之原667-3

㈱昭和開発
八代市昭和同仁町794-4

㈱誠翔重機
熊本市南区田迎6丁目9番1号205

㈲セイワ建装
熊本市東区小山2221番地5

肥後生コンサービス㈱
熊本市南区城南町今吉野529-1

㈲イソダ
八代市古閑下町1783-15

永田工業
八代市平山新町5666-1

㈱古閑鉄筋工業
上益城郡山都町金内141番地7

福　上　隆　雄
☎090-9588-1515  

坂　本　幸　成
☎0965-37-1821

瀬　戸　誠　仰
☎096-379-0697     

小　野　史　郎
☎096-380-1986      

松　岡　亜紀夫
☎0964-58-2678      

磯　田　孝　浩
☎0965-35-8372      

永　田　雅　裕
☎0965-33-1717     

古　閑　幸　人
☎0967-75-0919      
 
     

● 天草倫理法人会（仮称） ●
パナソニック  コンシューマー　
マーケティング㈱
天草市今釜町7-41

パナランド ヨシダ
天草市旭町43

天草ケーブルネットワーク㈱
天草市港町9-1

淀川商店
天草市新和町小宮地763-54

福　嶋　文　江
☎0969-24-4943  

吉　田　敏　一
☎0969-24-0218    

馬　場　昭　治
☎0969-22-1311

淀　川　　　博
☎0969-46-1080

● 水俣芦北倫理法人会 ●

● 八代北倫理法人会 ●
㈲オートアルファ
熊本市南区城南町坂野33

オリックス保険コンサルティング㈱
　　　　　熊本中央店
熊本市中央区辛島町6-7
　　　いちご熊本ビル5階

　

森　本　秋　二
☎0964-28-8766 

本　山　公　也
☎096-356-1711 

● 球磨倫理法人会 ●
㈲大地測量設計
球磨郡相良村川辺5473

（同）テンプル
人吉市九日町54-2
　　プラネートの惺1001

高　橋　博　徳
☎0966-35-0385  

寺　原　雄　大
☎080-4285-3590  



２

平成 30年度 熊本県内倫理経営講演会（５月15日～５月 29日）

５月 15日㈫
　18：30～20：10

大 熊　富 夫 氏

一般社団法人
倫理研究所

法人局 参事
法人アドバイザー

おお　くま　　　とみ　　お

主催・チケットのお問合せ

熊本市西倫理法人会
TEL 096－288－9247

日時

場所

講師

５月 22日㈫
　18：30～20：30

水俣・あらせ会館
水俣市栄町2-2-7

髙 嶋　民 雄 氏

一般社団法人
倫理研究所

法人局
法人アドバイザー

一般社団法人
倫理研究所

法人局 顧問

たか　しま　　　たみ　　お

主催・チケットのお問合せ

水俣芦北倫理法人会
TEL 0966－86－0285

日時

場所

講師

５月 23日㈬
　18：30～20：30

八代ハーモニーホール
八代市新町4-1

長  橋　　護 氏
なが　　はし　　　　　まもる

主催・チケットのお問合せ

八代市倫理法人会
TEL 0965－32－4596

日時

場所

講師

５月 24日㈭
　18：30～20：30

神園山荘
熊本市東区神園1-10-41

齋 藤　和 宏 氏
さい　とう　　　かず　ひろ

主催・チケットのお問合せ

熊本市託麻倫理法人会
TEL 096－379－1655

日時

場所

講師

５月 25日㈮
　18：30～20：15

玉名市民会館
玉名市岩崎152-2

柴  崎　　猛 氏

一般社団法人
倫理研究所

法人局
法人スーパーバイザー

一般社団法人
倫理研究所

法人局
法人スーパーバイザー

一般社団法人
倫理研究所

法人局 参事
法人アドバイザー

しば　　さき　　　　　たけし まえ　 はら　　　ゆき　　お

主催・チケットのお問合せ

玉名倫理法人会
TEL 080－5795－6298

日時

場所

講師

５月 29日㈫
　18：30～20：30

アンジェリーク平安
人吉市宝来町1340-7

前 原　幸 夫 氏

主催・チケットのお問合せ

人吉市倫理法人会
TEL 0966－24－3567

日時

場所

講師

ニューオータニホテルズ
ザ・ニューホテル熊本
熊本市西区春日1-13-1

　３月 22 日㈭に県民交流会館パレアにて倫理研究所秋
葉邦男法人スーパーバイザーによる倫理経営講演会を開
催しました。熊本市内を中心に 230 名の方に来場頂きま
した。講話では債務超過に陥った会社を立て直し、倫理
法人会に入ることで多くのことを学んで苦難を乗り越え
られた経験や、これからの若手経営者に対する経営の心
得などをお話頂きました。
　また、熊本商業高校簿記部による活力朝礼も実演され、
未来を担う高校生達の実践を目の当たりにし会場の関心
を集めました。
　この講演会を機に、会員の普及拡大に努めます。この
日お集まり頂きました皆様に心より感謝申し上げます。

熊本市中央倫理法人会　倫理経営講演会報告

大転換の時代  ～つねに活路あり～
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会　員　企　業　紹　介（敬称略）

業は現場に行く時間が早いため朝礼は毎日会社全体
では行わず、週１回月曜日に実施していました。
　技術職の社員の多くが口下手で、人前で話す練習
を兼ねて職場の教養を大いに利用しました。その週
に誕生日を迎える社員に３分間スピーチをして貰う
ようにし、誕生日祝いに図書券をプレゼントしてい
たのが懐かしく思えます。
　本社でのみ行っていた朝礼も、社員に浸透した頃
には各現場にて取引業者さんも含めて一緒に朝礼を
行うようになり、そのうち、取引業者さんの間でも「職
場の教養が欲しい」という声が聞かれ、倫理法人会
への入会を勧めると、喜んで入る会社も多くありま
した。
　これからも「お客様に満足していただける仕事」
を目標に、倫理で学んできたことを実践し、地域社
会になくてはならない企業づくりに努めて参りたい
と思っています。

　明治 43 年に創業、この 100 年間に県内の代表的
な建築物を手がけ、公共工事や建築・土木、住宅建
設において数多くの実績をつくってきた㈱岩永組（熊
本市中央区南熊本）。熊本県倫理法人会の初代会長と
して立ち上げに深く携わってきた同社の岩永研一会
長に話を聞きました。

　昭和 56 年２月に熊本県倫理法人会が発足、その５
年後に熊本市倫理法人会が立ち上がりました。当時
はモーニングセミナーを中心に次期経営者を集めた
後継者塾や、各企業の社長婦人たちを集めた婦人の
会、若手を集めた青年会など
　様々な集まりもあり、また、ゴルフ大会、カラオ
ケ大会など楽しいイベントも定期的に実施していま
した。会が大きくなるにつれ、新たな単会を作るよ
うにしていき、今では熊本県内 19 単会にまで増やす
ことができました。
　当社での倫理の取り組みとしては、もともと建設

株式会社 岩永組　代表取締役会長
法人アドバイザー　岩永　研一

熊本県倫理法人会の初代会長として奔走

への参加や活力朝礼などを通して足場を使用される
皆様が、使い良く、安全で安心して作業ができるよ
う社員、職方全員が一丸となってそれぞれの業務に
取り組んでいます。
　弊社では、毎朝 6：00 から営業会議を行い、その
後職方を交えた全体ミーティングの後に外で、元気
に活力朝礼を行います。
　お陰様で倫理を学び活力朝礼を行うことで無事故
で明るく元気な職場づくりができています。

　これからも倫理を学び、実践してさらにお客様に
喜んで頂き信頼され、社員とその家族が幸せになれ
る 100 年企業を目指し努力して参ります。

　弊社は、昨年 12 月の組織変更に伴い「㈲ ONE 
STEP」から「㈱ TOBI-ICHI」に社名を変更致しま
した。
　『私たちはお客様の足場であり続けます』という理
念をもとにこれまで以上に倫理経営に力を入れ、MS

株式会社 TOBI-ICHI
代表取締役社長　富澤　一憲

100 年企業を目指す‼
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アフタヌーンセミナー＆
 ティータイム座談会　開催

女性委員会

　今年度は女性委員会設立 10 周年を迎え益々活
況を見せる、県内の女性委員会。今年２月 15 日
㈭午後１時より県央地区女性委員会主催で、「ア
フタヌーンセミナー＆ティータイム座談会」が
定員 60名を超す 70名の参加で、熊本市内の “水
前寺共済会館グレーシア” で開催されました。
　開会 30 分前から受付、設営、スムーズな会場
への誘導。リハーサルも無い状態で “井手志保
県女性委員長” の開会の挨拶…。日頃女性委員
会の皆様のコミュニケーションの良さに感心い
たしました。
　今回のセミナー講師と
して、県南地区長で（医）
平井整形外科リハビリテ
ーションクリニックを経
営されておられる “平井
郁恵” 氏を迎え１時間の
講話を拝聴いたしました。
平井氏は生活信条として
「１日１生」を指針とされ、
講話の内容はご自身や夫
の病気という苦難にあいながらも、その度に危
機を克服し事業が成功している体験、小さくて

も質の高い人間性の団体を作る社員教育、また
夫（整形外科医）の治療を支える他の分野に、
メンタルケアや食とのかかわり・健康の増進・
若さ美しさの保持、それらにもスポットを当て
て未来を育んでいきたいと話されました。つら
く苦しい時に出会い、その都度折れそうな心を
支えてくれた私の周りの人たちとの出会いに心
から感謝しつつ “自分らしく生きて、なおかつ
周囲の人も幸せになれる” そして生きているこ
と、それ自体が最大の喜びです。自己成長でき
る倫理の学びによって “幸せの源” は自分自身に
あることを日々実感し、倫理とともに歩いてき
た成長の喜びをお話しして頂きました。
　その後、女性委員の数名が参加者の前に整列
して、模擬の朝礼を行い倫理活動の意義を実践
して頂きました。
　今回のセミナーには 12 名の未会員の方もご参
加いただき、お茶を飲みながら講演の感想など
談笑して頂き充実の２時間でした。（広報・高田）

井手志保県女性委員長

平井郁恵県南地区長

熊本県倫理法人会
井手志保女性委員長のお仕事

カラーデザインスタイル
サンフラワー  代表 
IACC国際カラーコンサルタント
一般社団法人 日本おもてなし
推進協議会　常務理事

今回の地震によって熊本城をはじめとする県内の観光スポットが
大変な被害を受けました。大好きな熊本が元気を取りもどし、多
　　　　　　　　くの方々に熊本の良さを知っていただき、そし
　　　　　　　　て行ってみたいと思っていただける様、今回
　　　　　　　　「“にこにこきらきら” ぬりえ」を発行しました。
　　　　　　　　売上げの益金の一部を復興支援にあてて行く予
　　　　　　　　定です。お一人でも多くの皆様にご利用いただ
　　　　　　　　けたらと
　　　　　　　　思います。

▶ぬりえブックには、熊本の名産品、
　八千代座、熊本城などの観光地、
　肥後六花など掲載。

６

　千年という膨大な年月をかけるというプロ
ジェクトが開始しました。平成28年２月に最
初の桜の植樹が行われて今年で３年目を迎え
ます。
　始まりは、５年前、宮崎県の造園業樫本氏
の「日本一の桜の里づくりをしたい。」そして、
菊地市の江頭市長の「桜の里づくりをしたい。」
との想いから出会いがあり、樫本氏から菊地
市に山桜を5,000本寄付された事から始まり
ました。
　その後場所探しをし、「龍門ダムの千年の森
づくり」を始めている上野松年氏グループと
一緒に始める運びと成り、「龍門ダム・山桜の里づく
りの会」が発足しました。
　理事長の隈部忠宗氏は菊地合志倫理法人会会長で
もあり、熊本県倫理法人会も賛同したいとの想いか
ら、菊池市地域の方々と熊本県倫理法人会会員の方々
と一緒に、桜の植樹を始める運びと成りました。
　桜を植樹する山頂には、馬を祭る交通安全の馬頭
観音と腰痛・膝痛が治ると言われる病の神様の足手荒
神様があり、昔の主要道路でもありました。
　龍門には菊地一族と深い関わりを持つ聖護寺もあ

り、国際禅道場に指定されており、外国の方が修行
に訪れることもあります。
　この様に歴史深い龍門ダムに、杉林の緑にピンク
色の山桜が咲く風景は美しく人々を魅了することで
しょう。
　また、菊池川流域は米作り二千年の大地の記憶が
残され日本遺産に指定されています。山桜の里千年
の龍門ダムの記憶が残される様、これからも魅了の
発信に努め活動します。

龍門ダム菊地さくら千年プロジェクト

新　入　会　員　紹　介（敬称略）

　倫理法人会を知ったのは鴨頭嘉人さんのyoutube
でした。あまり動画とかを見る方ではなかったので
すが、なぜかご縁がありました。いま変わらなけれ
ば行きたいところにいく時間が遅くなると思い、事
務局の方に連絡しました。就農当時は夢や希望に生
きていたのですが、５年間の中で思い通りに目標達
成ができないことが多く、深刻になり眉間にシワを
寄せている時間が増えていきました。心の捉え方
を、癖を変えたいと思いました。
　ご縁あって入会する事が出来てとても幸せです。
想いと行動を一致させ、自分の中にある可能性を引
き出します。志しある方と共に学べる嬉しさ。生き
ていることに感謝します。

　農業から世界を元気にしたい‼と想い2013年から
農業をスタートしました。子供たちの未来に価値あ
るものを残すため、オーガニック農業を中心に人・
地球に優しい農業を志しています。有機JASを取得し
キャベツ、ゴボウ・あか牛などの生産。食べる人・
作る人・環境に優しい農業を創造しています。

白石農園
代表取締役社長　白石　勝也

● 阿蘇倫理法人会 ●
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　2 月 24 日（土）未来会議室にて、青年委員会主催「経
営者（リーダー）育成勉強会」が開催されました。講師には、
『自らを知る～トップが知っておくべき心理学～』をテー
マに、かどおか歯科医院 院長 角岡秀昭氏をお招きしての
講話でした。
　角岡氏は、心理学を経営にも活かすことで、社員との関
係性が良好となり、今では離職者のないアットホームで働
きやすい職場の実現に成功されました。
　心理学者の他にも、哲学者や医学者そして、過去の戦国
武将からも、人生や経営に役に立つ学びを頂きました。ま
た、医院長ご自身の体験をユーモア交えながらの講話には、
会場から時折笑いが巻き起こるなど、参加された皆さんは、
終始興味深く耳を傾けておられました。
　終盤では、アメリカの精神分析学者エリックバーンの開

発した性格診断方法「エゴグラム」を活用して、（自我状態
を 5 つの反応パターンに分類し、そのエネルギー配分をグ
ラフ化することで、その人の性格のクセを捉える、といっ
たものです。）参加者の性格特徴の分析をしました。自身の
隠れた長所・短所を知る大きなキッカケになったことでは
ないかと思います。
　最後の公開結果で
は、山田朝日 青年委
員長は、リーダー・
経営者に向いている
理想的な分析結果に
会場も沸き、今回の
勉強会は大成功に終
わりました。

「経営者（リーダー）育成勉強会」開催「経営者（リーダー）育成勉強会」開催青年委員会

会場に漂う凛とした雰囲気は準備から始
まった。役員のスピード感溢れる設営の
締めは、紐を使ってのテーブル揃えだ。
モーニングセミナー朝礼のテーブルの揃
いをご覧いただきたい。会場がピッタリ
と揃えられてるのに比例するかのよう
に、モーニングセミナー朝礼では役員の
動作がピッタリとそろっていた。
元気あふれる挨拶実習が役員の気持ちを
高めていく。
また、お茶、コーヒーの接待があり嬉し
かった。

第 15回　水俣芦北倫理法人会　平成 30年 2月 7日

モーニングセミナー（ＭＳ）見学会

MSにかける思い
「モーニングセミナー朝礼を充実させる」

役員の自己革新の元は
モーニングセミナー朝礼から

役員の充実がMSの充実につながり
地域発展につながる

参加人数　MS朝礼 13名
モーニングセミナー 14社 16 名（総数 15社 17 名）

森下弘美会長

会場に入っての第一印象は「清潔」
チリ一つない会場に参加者の元気な声が
飛び交っていた。

モーニングセミナー会場の隣に食事会場
がセッティングされている。20 名を超え
る人たちが食事会に参加。
テーブルを囲んで全員で感想を述べあっ
た。それぞれの参加者が、本日の講話を
振り返る。そして、人の感想を聞くこと
で感性を深め合っていた。

第 16回　菊池合志倫理法人会　平成 30年 2月 19 日
MSにかける思い

モーニングセミナーは企業の基本となるもの。
自分自身がモーニングセミナーに

参加して感動した。
これを継続して伝える

参加人数　MS朝礼 8名
モーニングセミナー 15社 17 名（総数 30社 33 名）

隈部忠宗会長

役員は全員男性であったが、テーブルに
は花が飾られて和やかな雰囲気づくりを
されていた。
元気でスムーズな進行で良い雰囲気のま
まモーニングセミナーに参加できた。
それぞれの役割が時間を守り、次の役割
へとつないでいく。役員全員のチームワ
ークとその大切さを実感させられました。

第 17回　宇城倫理法人会　平成 30年 2月 27 日
MSにかける思い

倫理法人会はモーニングセミナーの充実が
活動の原点であると考えます。

全力を投じて、モーニングセミナーの
活性化につとめます。

参加人数　MS朝礼 6名
モーニングセミナー 9名（総数 16名）

横田浩一会長

設営準備は 5 時から役割分担されていて
手際よく進められた。リハーサルでは、
しっかりとモーニングセミナー本番の手
順や動作の確認を取られていた。さらに
モーニングセミナー朝礼で心身共におも
てなしの準備を整えられた。
「暖かい」おもてなしが実践される。素晴
らしいと思ったのは、おもてなしが続く
ことだ。参加者にコーヒーが配られ、役
員が挨拶に行かれる。しばらくすると他
の役員が声をかけるといった具合に、チ
ームとして接待されていた。

第 18回　阿蘇倫理法人会　平成 30年 3月 8日
MSにかける思い

毎週のモーニングセミナーは
皆様にお会いする最後の機会との
おもいで、取り組んでいます。

参加人数　MS朝礼 11名
モーニングセミナー 14社 16 名（総数 18社 20 名）

小嶋維男会長

通常 5 時 15 分に入口が開けられるとの
ことで、事前準備の良さが目を引いた。
毎月第三週目を 50 名モーニングセミナ
ーとして、参加者増加に取り組まれてい
る。本日がその 50 名モーニングセミナ
ーの日であり、約 70 名の参加。早朝か
らこれだけのセミナーは圧巻である。

第 19回　託麻倫理法人会　平成 30年 3月 16 日
MSにかける思い

モーニングセミナーあっての
倫理法人会なので来てもらうことが大事。
モーニングセミナーで自分自身を
変える機会を提供します。

参加人数　MS朝礼 12名
モーニングセミナー 16社 34 名（総数 54社 69 名）

池田由利子会長


