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　私達は、純粋倫理を学んでいます。
純粋倫理は、人間の心のありようを重視します。それは「心
の生活法則」であり、それに根ざした倫理経営を「心の
経営」と呼ぶこともできます。特に重視するのは、「明朗
な心」であり、暗いから明るくする、困難な状況だから
こそ希望を抱く、苦難を喜んで受ける…。どれも、心を
先行させる実践です。この心次第で、良くも悪くも、心
模様そのままに人生は動いていきます。
　純粋倫理という生活法則をよりどころ（手本）にして
リーダーとしての人間力を磨き高め、その力を土台にし
て皆様と共に、「平成 29 年 !!」素晴らしき良き一年を創
っていきましょう。

　会員の皆様には、新しい年をすがすがしくお迎えのこ
とと拝察し、心からお喜び申し上げます。
　昨年は、熊本地震という未曾有の災害に見舞われ大変
な年でした。そして、復旧、復興には、まだまだ年月が
かかります。この厳しい環境の中で、いかに生き残れる
のか、経営者、幹部社員、自らの倫理実践にかかってい
ると思います。

新年のご挨拶

熊本県倫理法人会
会長　山本　　浩

熊本県倫理法人会 今年度活動方針「ゆるぎない 2100社」「人づくり」「組織づくり」
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熊本県倫理法人会 検索

　2016 年 10 月に倫理法人会に入会いたしました「花屋ナカシマ」の中島です。花屋を始めて
６年目に入るのですが、以前の仕事は全然違う職種で車関係の仕事を 30 才ごろまで働いており
ました。祖母と母親がフラワーデザイン教室の先生をしておりまして、幼い頃から花のアレン
ジなどよく見ていました。
　その時は、興味はなかったのですが 30 才の時、手に職をもつ仕事をやってみようと思い、母
親も勧めた事から花の技術を学ぶ為、神奈川県の花屋さんで修行する事にしました。３年間修
行の後、地元熊本でお店を開きました。ただ、お店を “開きたい、やりたい” だけの考えで、経
営のノウハウも勉強していないまま、お店を開きました。今まではお客様の来店を１日中待っ
ている状態でした。その様な状態で５年が経過し、このままではいけないと思い営業にまわり
ましたが、知人・友人ぐらいで店の経営としては苦難の日々でした。
　そんな時、知人である倫理法人会広報委員長の高田さんに悩みを相談する中、倫理法人会の
モーニングセミナーのお話しを聞き、次の週に見学に行きビックリしました。早朝の６時から
経営者の方々が集まり、元気に挨拶をして、素晴らしい講話が聞けて、何て良い会だと思いま
した。今では毎日、各単会の MS（モーニングセミナー）に参加し楽しく勉強をしております。
入会して３ヶ月ですが、仕事に対する姿勢、接客など変わりました。もっと、もっと倫理を学び、
次のステップへつないで行きたいと考えております。皆様のご指導をよろしくお願い致します。

新入会員のご紹介（敬称略）

● 熊本北 ●
花屋　ナカシマ
中 島　敬 志

熊本市北区八景水谷４丁目７－21
☎096－245－7668

● 熊本市南 ●
三井住友海上火災保険㈱
熊本市中央区新屋敷１丁目 5－1

戸　田　一　誠
☎096－371－7221

マニュライフ生命保険㈱
熊本市中央区新市街１－１

長　森　広　樹
☎096－355－5544

● 熊本市中央 ●
税理士法人 森田事務所
熊本市中央区辛島町６－７

牛　嶋　武　司
☎096－212－0445

● 熊本東 ●
㈱アルゴ
熊本市中央区九品寺２－２－51

横　山　　　巧
☎096－375－7511

店舗繁栄研究所
玉名郡和水町江田 3139

松　永　　　望
☎090－5920－6844

● 熊本市託麻 ●

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（水口）までご連絡下さい。

ハイコムキュービック㈱
熊本市東区新南部４丁目７－38

高　橋　洋　道
☎096－201－2000

● 荒尾市 ●
秋吉商会
大牟田市三里町１丁目６－４

秋　吉　健　児
☎0944－55－8077

● 山鹿市 ●
スナック 96
山鹿市山鹿 301－１

黒　川　優　子
☎0968－44－6159

● 八代北 ●
山口工業
八代市中片町 204－５

山　口　真　幸
☎080－8565－5320

● 人吉市 ●
㈱ Misumi
車検のコバック人吉球磨店
球磨郡錦町西字鳥越 134－１

森　山　　　力

☎0966－38－7120

12 月 14 日現在

 広告スペースのご案内 



　会長職２年目となりました。あっという
間の１年を経過し、２年目となる今期は、
中身（内部）の充実に焦点を向けたいと思
っています。幸いな事に、新しく有望な役
員の方々が育ってくれています。この方々
の見本になるよう、我々の学びも深いもの
にしなければならない事も必須です。

　何より、役員の充実が単会の活力源とな
りますから、とても重要課題です。また、
100 名Ｍ.Ｓの開催や、会員の方々との懇親
会等も活発に開催してゆきます。私自身が
笑顔を忘れず積極的である事を心に置き、
今期もチャレンジしてゆきます。

荒尾市倫理法人会
会　長

加　来　恵美子
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北部地区

東部地区

中部地区
　今年度の目標を「倫理の実践による増収
増益」としました。
　何故、増収増益すなわち付加価値の再生
産なのでしょうか。まず給与・賞与・福利
厚生で従業員とその家族を幸福にできます。
次に減価償却費で事業を継続させることが
できます。役員報酬で家庭を幸福にできま

す。配当で株主へ恩返しできます。納税で
国や地域へ貢献できます。さらに、利益で
事業の安定的発展を図ることができます。
　モーニングセミナーへの参加および「職
場の教養」を活用した朝礼の実施、セブンア
クトの実践等により、会員企業が増収増益
を達成することこそ、私の望みであります。

熊本市倫理法人会
会　長

河　﨑　由紀夫

　今年度より玉名倫理法人会の第 11 代会長
に就任致しました城戸雄生です。実行によ
り直ちに正しさが証明できる生活の法則を
世に広め一人でも多くの方に幸せになって
頂きたいと願っております。
　会員はもとより地域の皆様の繁栄を実現

できますよう微力ながら「明朗・愛和・喜働」
を実践して参ります。明るく楽しい会にな
り皆が笑顔で集う会になるように励みます。
今後も「日本一行きたい玉名倫理法人会」
を目指します。

玉名倫理法人会
会　長

城　戸　雄　生

　昨年はあの九州北部豪雨大災害から４年
も経たないうちの４月の熊本地震、熊本県
はもとより全国の倫友の皆様からの心温ま
る御支援、本当に有難うございました。“苦
難福門” の教えの通り多くの学びを頂きま
した。

　誌名も変わりました、新年心新たに “ふ
んわりとやわらかで、何のこだわりも不足
もなく、澄みきった張りきった心、これを持
ちつづけること” を常に肝に銘じ、阿蘇は
今年も厳しい状況が続くと思いますが、阿
蘇から倫理の火が消えないよう頑張ります。

阿蘇倫理法人会
会　長

小　嶋　維　男

　この度、熊本東倫理法人会の会長職を拝
命しました山本孝二と申します。
　会長としての役目を果たします。
１、モーニングセミナーの役職者の心得を
　重視し、会員各位に喜んで頂ける環境を
　つくりあげます。

２、純粋倫理の基本を学び、純情（すなお）
　な心により、明朗・愛和・喜働を即行、　
　即止の行動で人々の幸福な暮らしへと導
　けるよう努力します。
３、倫理法人会スローガンの実践します。（企
　業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を）

熊本東倫理法人会
会　長

山　本　孝　二

　当単会の会長職最後の年になり、今の自
分のやるべき事は何かを自問自答した結果、
この純粋倫理の学びを菊池市を中心とした
地域の１人でも多くの皆様にお伝えするこ
とだと改めて気づかされました。

　この地球という宇宙に存在している私と
いう人間が目にみえない大きな力と作用が
あると今少しづつ感じています。更に自分
を磨き高めるために実践してまいります。

菊池合志倫理法人会
会　長

菊　池　仁　美

　新年明けましておめでとうございます。
会員様におかれましては家族おそろいでお
正月を迎えられたと思います。
　明朗・愛和・喜働の実践により躍動する

職場作りを推進しております。
　本年も倫理活動に御理解、御協力をお願
い申し上げ、あいさつとします。

山鹿市倫理法人会
会　長

木　庭　繁　明

新年あけましておめでとうございます
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　今年度は、女性の力で熊本地震からの復
興の手助けを !! とテーマにしまして女性委
員会一同、今までにない結束力で活動をス
タートしました。地区リーダーを５名選出。
リーダーを中心に女子会の企画運営で気軽
に参加しやすいイベントでご好評いただい
ております。その盛り上がりから私たちは
６月３日の熊本地震復興支援サミットへと

進んでいきます。熊本の観光スポット山鹿
市八千代座にて開催致します。熊本地震を
決して忘れる事なく、火の国魂で熊本の魅
力を伝えられ、分かち合える最大イベント
にしたいと思います。実現出来た時に、私
たち熊本県の倫理のお仲間にたくさんの笑
顔と最高の宝物を手に入れると信じて私は
必ず実現させると誓います。

女性委員長
井　手　志　保

　今期の青年委員会は「次世代リーダーの
自覚と実践」をスローガンに各種活動を企
画しております。
　まだ、倫理法人会未入会の方でも参加し
てもらえる活動を通じて、倫理の実践と普

及に重きを置きまた参加したい！と思える
場面の提供をしたいと考えております。
　次の世代のリーダー養成の場として青年
委員会を盛り上げていきたいと思っており
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

青年委員長
山　田　朝　日

熊本市南倫理法人会 第一回ランチ交流会

　今回より会報が２ヶ月に１回の発行、会
誌名も「倫理くまもと」に変更することに
なりました。県内 19 の単会広報委員の方々
と協力し合い、以前の誌面とは違う構成で
活動状況並びに行事予定等を会員の皆様方

にお伝えしたいと考えます。広報紙を通し
て倫理の普及活動に役立つよう、広報委員
“全員一丸” となって頑張ります。皆様方の
ご理解ご協力をお願い致します。

広報委員長
髙　田　照　三

女性部
会

　昨年 11 月 19 日㈯ 午後５時 30 分～、八代本町、八
代城周辺の清掃活動を32名を３班に分けて行いました。
その後、会員の居酒屋で交流会をし盛会に終わりました。
次回は平成 29 年１月 28 日㈯ 午後５時 30 分～、熊本
市内中心部の清掃活動を予定しております。

青年委
員会

　平成 28年 11月 25日（金）11：00～ 14：30 熊本市南倫理法人会女性部会第一回ランチ
交流会を開催しました。 参加者 16 名 第一部は北部地区長の川上とし江様をお迎えし、「倫理は
世界共通。さあ、はじめよう地球倫理！」と題して、南カリフォルニアでの経験や、山鹿地区
での普及活動を通して学ばれたこと、オレオレ詐欺での学び、ご主人やご家族との関係などご
自身の様々な経験をお話いただき、その経験と倫理の学びについて笑いあり涙あり？で非常に
楽しく分かりやすくお話いただきました。 
　お昼はロックヒルガーデンにて素敵な景色とお料理に加え、スペシャルゲストのアキコさん
によるフルート演奏。おしゃべりにも華が咲き、大変盛り上がりました。 ランチを挟んで第二部
は、熊本市南倫理法人会女性委員長の高見睦代さんによる、「整理収納講座」。年末を前に片付
けの基本から、自分のタイプ別の片づけ法まで、とってもタイムリーな講座でした。 
　初めての試みで不安いっぱいの開催でしたが、堤会長はじめ、大橋専任幹事、宮村普及委員
長他、南の会員様、また、県女性委員長の井手様にもご参加いただき、笑顔あふれる良い時間
を過ごしていただけたのではないかと感じております。あっという間の 3 時間半で、また倫理
が大好きになりました。 今後も女性委員会では女性ならではの視点で会員様はもちろん、幅広く
多くの方に参加いただける交流会を企画していきます。もちろん男性にも興味を持っていただ
き、盛り上げていただければ幸いです。 
　次回は2/9。「みんな気になる、お金にまつわるお役立ち講座」を開催予定です。
お楽しみに♪
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　熊本北倫理法人会会長を拝命しました。
佐多修一と申します。今期２年目を迎えま
した。１年目は頼りにならない私を、専任
幹事、事務長、役員の方々に支えられ、あ
っという間に過ぎてしまいました。会も明
るく元気に活動をしていましたが昨年４月
14・16 日に発生した熊本地震で１ヵ月半ぐ
らいＭＳを中断したことで、勢いが少し衰
えたように思います。また、会長として、
被災された会員の方々に対して何もできな
かったことが今考えると後悔しています。
　ただ、会としては、役員の皆さんで、６
回シリーズで倫理の勉強会を開催したり、
会員の皆様に対して１年間の活動内容や会

計報告をさせて頂きました。ＭＳに参加され
ていない会員様に倫理法人会の理解を深め
てもらい参加されるきっかけになればとの
思いで報告会を開くことができました。今
期も活発な活動を継続していき現在、自単
会の会員の出席率を目標 35％までに上げて
いきたいと思います。そのためには、私が
リーダーシップを発揮してＭＳを活性化し
ていき、20 名の役員が気持ち一つになり取
り組んでいくことができれば必ず素晴しい
法人会が出来上がると思います。
　まずは、会長の私が変わらなければなら
ないと思います。「明朗・愛和・喜働」を実
践して頑張ります。

熊本北倫理法人会
会　長

佐　多　修　一

西部地区

　今年９月より宇城倫理法人会の会長にな
りました横田です。「活動の見える化」を行
ない、多くの方に、モーニングセミナーに
参加していただけるよう、動きたいと思い

ます。
　また、日本の四季を感じる行事も企画し、
親睦を深める活動も実施してゆきます。よ
ろしくお願いします。

宇城倫理法人会
会　長

横　田　浩　一

　とうとう３期目の会長も仰せつかってし
まいました。２年間何をやったんだろう？
会員のために何が出来たんだろう？私が会
長で良かったのかと自問自答するばかりで
す。ただこのままでは終われない。なんと
か小さい一花だけでも咲かせて次世代につ
なぎたい。という想いを強くしています。

　「素敵な仲間に会えて、素晴らしい話が聞
ける、楽しくて力がもらえる会」にすると
いう初心を新たに、素晴しい役員（仲間の力）
を借り、託麻の活性化を遂げて残りを全う
したいと思います。皆様のご協力ご指導を
宜しくお願いします。

熊本市託麻倫理法人会
会　長

永　野　明　寛

　平成 28 年度より２期目の会長を拝命いた
しております熊本市西倫理法人会の西田義
伸です。熊本市西倫理法人会は、今年度、
設立 10周年を迎えました。
　私の父であります初代西田紀雄会長が、
中央倫理法人会からの分封を実現させ、莟
和弘２代目会長、田中正信３代目会長をは
じめとする多くの諸先輩方に支えられ、今

日を迎えております。
　そこで熊本市西倫理法人会では、来たる
平成 29 年５月 23 日㈫、平成 29 年度倫理
経営講演会および設立 10 周年記念式典を開
催します。役員一同、100 社達成と共に倫
理実践に頑張って参ります。今年度もよろ
しくお願い申し上げます。

熊本市西倫理法人会
会　長

西　田　義　伸

　今年度、設立５年目を迎えます熊本市南
倫理法人会会長の堤です。
　昨年も皆様には多大な応援、ご協力いた
だき誠にありがとうございました。私も早
や会長拝命３年目を迎え、平均年齢 40 歳の
役員さん達と共に明るく、楽しい単会をモ

ットーに毎週火曜日のホテルニューオータ
ニ熊本にてモーニングセミナーを行わせて
いただいております。
　日本創生の希望の下、今年は役員の更な
る拡充とともに会員数 130 社を目標にがん
ばります。

熊本市南倫理法人会
会　長

堤　　　泰　之

　今期で最後、直球勝負と行きたいところ
ですが、自分の個性と能力を考えると、変
化球勝負になりそうです。イベントなどの
行事を駆使して会の活性化を図ります。

熊本市中央倫理法人会
会　長

田　口　一　法

熊本県内倫理法人会（19 単会）会長挨拶

６

　新春のお慶びを申し上げます。平成 29 年
度より南部地区長を拝命し、心より感謝申
し上げます。
　単会会長の３年間を振り返ってみますと、
お役を賜った事で自分自身の生き方、夫婦
の在り方、社員、組織の在り方に多くの気
付きを得る事が出来ました。本当に又とな
い機会に恵まれました。倫理実践という学
びの中にあらゆる場面に直面した時、日頃
のモーニングセミナー基礎講座、研修会等
で学ばせて頂いた時間の活用が、少しでき
ているのかと実感する事が多くなりました。
客観的に自分を見る事、冷静に物事を捉え

る事で会社経営にも反映出来る様になりま
した。同時に人生において自分自身の使命
を改めて知る機会となり、自己成長の場を
賜り感謝有るのみです。
　この度は地区長という更に自己の立場を
知り広い範囲でのリーダーとして、もっと
真摯に純粋倫理の原点を学び共に幸せを喜
び合える仲間づくりに貢献し、熊本県のゆ
るぎない 2100 社に向って「人づくり」「組
織づくり」「内容づくり」を心に留め、喜ん
で進んで日常に生かせる様楽しみに過ごし
ます。今後共よろしく御指導をお願い致し
ます。

熊本県南部地区長
平　井　郁　恵

南部地区

　皆さん！あけましておめでとうございま
す。普及活動を、本年も宜しくお願い致し
ます。今年からの４年間（2020 年）世の中
は当然ですが、私個人にとっても、大変重
要な年になるのは間違いないようです。
　「大変とは」大きく変わるといわれます、
そうです、何も慌てることはありません。
私自身が、今までにないほど、大きく変わ
ればいいのです。純粋倫理の実践です。
　昨年の熊本地震によって、私の人生の転
換点に、なることを学ばせていただきまし
た。丸山敏秋理事長がこの何年か、文明の
ターニングポイントになる、大転換期にな
るといわれてたのが、いよいよ目前に来た
ような気がします。それが熊本地震でない
かと考えます。

１、「本物を目指して、本気で生きる !!」こ
　とを今回の熊本地震によって気づかせて
　いただき、次の３点の本物は何かを、追
　求していきます。
　一つ目は、我々の住む住居・住む環境は
安全か、
　二つ目は、人間として生きていくために
は、本物とは、純粋倫理であると、はっき
りとしてきました。
　三つ目は、仕事・事業が、お客様・消費者に、
本当に喜ばれ、ご満足いただけるものか、
働く社員・従業員が幸せになる会社にする
べきと、本物を目指して、本気に生きる。
　最後に、是非倫理法人会に入会して、良
かったといわれる仲間・倫友を増やしてい
くのが、会社・家庭をよくすることになり
ます。皆さんの力を貸してください。

普及拡大委員長
田　窪　哲　司

　熊本県下 19 会場で毎週行われる「経営者
モーニングセミナー」は一般的な講演会や
勉強会とは一線を画します。
　経営者の自己革新をはかり、会社のあり
方を真剣に学びあう「道場」といえます。

また、セミナー後の食事会は、和やかな雰
囲気の中で行われ、異業種交流の場となっ
ています。
　皆様のご参加をお待ちしています。

モーニングセミナー
委員長

小　林　宗　義

　明けましてお目出度うございます。
「研修委員会」は他の委員会とひと味違って
何か具体的な目標がハッキリとしない反面、
幅の広く、深い役目が見えてまいります。
　法人局の活動計画を基に、山本会長が活
動の根本に据えておられるのが「人づくり」・

「組織づくり」。役職者の意識・実務の向上
を図る各種研修、会員様のより深い純粋倫
理の学びをして戴くための手立て等、強い
想いがひしひしと伝わってまいります。
　山本会長の御期待に応えられるよう、役
に徹してまいります。

研修委員長
平　野　公　夫

　今年度の熊本県倫理法人会の朝礼委員会
は、県の活動方針書のもと活力朝礼を会員
企業に浸透する為に各単会で今年度中に（Ａ
級１名Ｂ級２名Ｃ級３名）以上の朝礼ライ

センス取得者を目標に役員朝礼研修を行っ
てまいります。
　本年度は活力朝礼発表会を単会１社エン
トリーして行ないます。

朝礼委員長
吉　見　元　親

各委員会 委員長 挨拶
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南部地区
　八代市倫理法人会は来年 2017 年６月、
設立 30 周年を迎えます。私は８代目会長と
して、次世代に誇るこの単会を更に発展さ
せます。そのために、年３ヶ月間の 100 名
ＭＳ展開、会員企業への活力朝礼導入の２

本柱を軸として、会員企業様の満足度ＵＰ
を図るとともに、年度普及目標 188 社達成
に向け、新しい企業様へ倫理の素晴らしさ
をお伝えして参ります。宜しくお願いしま
す。

八代市倫理法人会
会　長

藤　永　和　広

　新春のお慶びを申し上げます。無事に新
年を迎えられた事に感謝し、新たな志、誓
いを立てられた事と存じます。会長を拝命
して４ヶ月経ちました。倫理で学んだ事を
実践する事で、家庭、仕事がうまくいく事
を会員の皆様に伝えていきます。
　倫理はまずモーニングセミナーの参加で

す。ここで学んだ事を実践したなら、すぐ
に結果がでる必要があると考えます。モー
ニングセミナーへの参加→実践→よい結果。
これを会員さんを始め、未会員さんにも伝
えたいと考えています。倫理法人会に入っ
ていてよかった、と肌で感じて頂く事を目
指します。

八代中央倫理法人会
会　長

久保田　健　嗣

　八代北倫理法人会の６代目会長を拝命し
ました吉見です。私たちの地域は農業が広
く分布し、農業事業者が会長を担った時代
が初代・４代目と有る、他にない独特の雰
囲気を持った会です。農商工連携なしでは
経済発展、地域活性化がなされません。
　倫理に触れモーニングセミナー、ナイト

セミナー、活力朝礼を実践し、健全な事業
経営、家庭経営に努め、より多くの会員様、
これからお会いする事業者の方へ広くお伝
えしていこうと思っております！
　『みんなに広げよう倫理法人会の輪』どう
ぞご指導、ご鞭撻を宜しくお願い致します。

八代北倫理法人会
会　長

吉　見　和　晃

　人吉市倫理法人会会長となり、初の１年
目となりますが、平井南部地区長のお陰も
ありまして、素晴らしいスタートを切るこ
とができております。人吉の女性のパワー
を頂きながら今年１年は、自分自身磨きと
単会役員様の心をひとつにして参ります。
　富士研をはじめとする、各研修を全員で
参加して意識の共有をやります。役員さん

の持っておられる力は絶大です。その持っ
ておられる力を 120％発揮して頂き楽しい
人吉倫理法人会にします。今年１年がワク
ワクの止まらない１年に成ること間違いあ
りません。絶対に幸せの絶えることのない
企業、人財の集まり、人吉倫理法人会にし
ます。

人吉市倫理法人会
会　長

平　瀬　裕　一

　29 年度で会長２年目に入ります。新年度
は各委員長も張り切っていますので、私も
幹事さん方に劣らないように会員企業様へ
の活力朝礼導入とＭＳ参加を促して「元気
な水俣芦北倫理法人会!!」を目指して参りま

す。
　３月 14 日㈫は 20 周年記念式典を開催し
ます。当日には念願の百社達成で華を添え
させて頂きます!!１年間、宜しくお願い致し
ます。

水俣・芦北倫理法人会
会　長

森　下　弘　美

　普及に努め会員の皆様を
はじめ地域の方々に倫理を
広く理解していただき、地
域の幸せと繁栄を願いつつ
地域貢献に倫理活動が役立
つ様、役員一同、日々頑張
る所存です。

球磨倫理法人会
会　長

赤　池　哲　治
熊本県倫理法人会
西部地区新春交流会

熊本市
中央

熊本市
西

熊本市
南 宇城

日時 平成29年２月２日㈭　午後６：00〈受付開始〉

会場 レストラン＆バーＣＩＢ〈キーブ〉　電話　096-355-1001
〒860-0806　熊本市中央区花畑町11-14　KOHENビル２F

会費（懇親会費込）：倫理法人会会員　3,000円　未会員　2,000円　

一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　副会長
株式会社エコファクトリー　代表取締役社長

プログラム

H19.11　第４回エコプロダクツ大賞　エコプロダクツ部門　国土交通大臣賞
H21.12　第６回エコプロダクツ大賞　エコサービス部門　農林水産大臣賞
H27.１　平成27年度　省エネ大賞　省エネ事例部門　審査委員会特別賞　受賞
H27.12　平成27年度地球温暖化防止活動　環境大臣表彰　受賞
H28.７　熊本県知事表彰　くまもとものづくり功労者表彰　受賞

村　上　尊　宣
むら　かみ　　たか　のぶ

◆講話者

〈受賞歴〉

H15年10月　　　熊本市中央倫理法人会　入会
H17年～18年度　　　　　　　〃　　　　幹事　普及拡大副委員長
H19年～21年度　　　　　　　〃　　　　専任幹事　普及拡大委員長
H20年～24年度　社団法人倫理研究所　法人レクチャラー
H25年～28年度　一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー
H22年～24年度　熊本市中央倫理法人会　会長
H24年７月　　　熊本市南倫理法人会　分封設立　副会長
H26年～29年度　熊本県倫理法人会　副会長
H27年９月１日　「倫理１７０００」認定

〈倫理法人会　略歴〉

６：30
６：35
６：45
７：00

～

７：50
８：00

～

９：30

開会
熊本県倫理法人会会長挨拶
オリエンテーション
講話　『倫理経営で世界展開』運命自招
　　　　　　　　　　村上　尊宣　氏

懇親会

閉会

PM
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　平成 29 年度北部地区長という大役をいた
だき、今、自分に何が出来るのか、何をし
なければいけないのかを自問自答している
ところです。
　荒尾・玉名・山鹿と、いつもＭＳに出席
して親しみやすいところですから、三単会
の会長と心を合わせ目標達成に向けて全力
で取り組みます。いつも笑顔で楽しみなが
ら、和気あいあいと活動しています。
　もう一つご報告があります。昨年 11 月
11 日～16 日にかけて南カリフォルニア倫
理法人会設立記念式典に参加してきました。
日本から 54 名の参加で熊本からは菊池会長
ご夫妻、加来会長と４名でした。ロサンゼ
ルス到着後 30℃近い気温にビックリしまし
た。サンタモニカの青い空、ビバリーヒルズ、
ハリウッドを廻りホテル着後ウェルカムパ
ーティーがあり、皆さんでカリフォルニア
倫理法人会へ入会しました。（会員証も用意
してありましたので２ヶ月だけですが）
　次の日は朝から式典会場へ移動して 11 時
から式典がルーク倉石副会長の開式の言葉
で始まり、日・米の国家斉唱、佐々木貴子
幹事長の経過報告、内田文朗法人局長から
の式辞の後日本国総領事館・首席領事の林

利俊様より祝辞があり、飯田隆会長の辞で
終了。２部は、丸山敏秋理事長の記念講演、
３部祝賀会と、夢かぎりなくを斉唱して無
事終了しました。
　明朝ホテルにてＭＳが行なわれ、役員朝
礼から参加しました。各地から来られた理
事、法人スーパーバイザーの講話で終了し
ました。その後、空路ラスベガスへ。中国
の砂漠と違い、機上から太陽光の施設が何
ヶ所かあり、着いた所はパラダイスでした。
キラキラとまばゆいネオンの中、スケール
の大きいシルクドソレイユのショーに感動
して、夜の町を歩きました。
　次は早朝からグランドキャニオン観光へ
行きました。スケールの大きさに圧倒され、
ただただこの地に立てたことに感謝しまし
た。
　この度の式典のツアーに参加して倫理法
人会の仲間は、初めて逢った人でも、すぐ
に仲良くなり、前向きで、愚痴を言わないし、
本当に気持ちの良い旅が出来ました。
　倫理法人会のそれもアメリカで初の設立
式典に参加出来たことに心から感謝し、倫
理法人会の会員でいることを誇りに思いま
す。

熊本県北部地区長
川　上　とし江

北部地区

　思いもよらない地区長の役職を頂きとま
どっています。今までは一会員として自己
研鑽する事で、今より少しでも自己満足出
来る人生（会社経営）が送れるならばと、
出来得る限りいろんな行事等出席する様に
努めてきました。即ち皆さんの後について
行きながらでした。
　地区長を拝命した以上は、皆さんと共に
歩み、時には一歩先を行かなければならな

いのかなあと、自問自答しています。
　昨年四月の震災被害で気持の落ち込んで
いる地域でもありますから、ハード・ソフ
ト両面の復興に向けての街づくりに倫理活
動を活発化し希望の持てる街づくりに努め
たいと思います。
　皆さんと力を合わせ目標に向ってがんば
りますのでよろしくお願いします。

熊本県東部地区長
高　宮　今朝秀

東部地区

　熊本地震が起きて、中部地区長になって、
初めての新年を迎えました。
　昨年とは違う新年を迎えた人達がたくさ
んいます。泣いてる人、怒っている人、悲
しんでいる人、ほとんどがそうだと思いま
す。
　今こそ、倫理運動を広げるチャンスとと
らえ、一人でも多くの人に伝えていこうと

思います。私に出来る事は今までの体験を
通して倫理の素晴らしさを皆様と一緒にお
話しできればと思います。
　中部地区長としての役目が何なのかを、
もう一度しっかり考え行動していきたいと
思います。どうか御協力のほどよろしくお
願いします。がんばります。

熊本県中部地区長
野　島　規　子

中部地区

　新年度、西部地区長を拝命しております
井出庸文です。私は、熊本県倫理法人会の
組織に則り、会長・幹事長の下、県下５地
区長と共に地区単会とのお世話役に徹しま
す。特に会長に心を寄り添い会長のリーダ
ーシップをより発揮できる様に指導助言し
ます。単会は会長の気持ち次第です。おの
ずと単会の活性化につながることを期待し

ています。
　普及は、熊本地震の影響で復旧・復興は
３～４年かかると見込まれます。従って、
西部地区は、年２回の未会員セミナー＆交
流会でクロージングに結びつけたいと考え
ます。要は各単会独自の委員会の活性化と
地道な普及活動の支援を行います。

熊本県西部地区長
井　手　庸　文

西部地区

熊本県内５地区長挨拶
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南部地区
　八代市倫理法人会は来年 2017 年６月、
設立 30 周年を迎えます。私は８代目会長と
して、次世代に誇るこの単会を更に発展さ
せます。そのために、年３ヶ月間の 100 名
ＭＳ展開、会員企業への活力朝礼導入の２

本柱を軸として、会員企業様の満足度ＵＰ
を図るとともに、年度普及目標 188 社達成
に向け、新しい企業様へ倫理の素晴らしさ
をお伝えして参ります。宜しくお願いしま
す。

八代市倫理法人会
会　長

藤　永　和　広

　新春のお慶びを申し上げます。無事に新
年を迎えられた事に感謝し、新たな志、誓
いを立てられた事と存じます。会長を拝命
して４ヶ月経ちました。倫理で学んだ事を
実践する事で、家庭、仕事がうまくいく事
を会員の皆様に伝えていきます。
　倫理はまずモーニングセミナーの参加で

す。ここで学んだ事を実践したなら、すぐ
に結果がでる必要があると考えます。モー
ニングセミナーへの参加→実践→よい結果。
これを会員さんを始め、未会員さんにも伝
えたいと考えています。倫理法人会に入っ
ていてよかった、と肌で感じて頂く事を目
指します。

八代中央倫理法人会
会　長

久保田　健　嗣

　八代北倫理法人会の６代目会長を拝命し
ました吉見です。私たちの地域は農業が広
く分布し、農業事業者が会長を担った時代
が初代・４代目と有る、他にない独特の雰
囲気を持った会です。農商工連携なしでは
経済発展、地域活性化がなされません。
　倫理に触れモーニングセミナー、ナイト

セミナー、活力朝礼を実践し、健全な事業
経営、家庭経営に努め、より多くの会員様、
これからお会いする事業者の方へ広くお伝
えしていこうと思っております！
　『みんなに広げよう倫理法人会の輪』どう
ぞご指導、ご鞭撻を宜しくお願い致します。

八代北倫理法人会
会　長

吉　見　和　晃

　人吉市倫理法人会会長となり、初の１年
目となりますが、平井南部地区長のお陰も
ありまして、素晴らしいスタートを切るこ
とができております。人吉の女性のパワー
を頂きながら今年１年は、自分自身磨きと
単会役員様の心をひとつにして参ります。
　富士研をはじめとする、各研修を全員で
参加して意識の共有をやります。役員さん

の持っておられる力は絶大です。その持っ
ておられる力を 120％発揮して頂き楽しい
人吉倫理法人会にします。今年１年がワク
ワクの止まらない１年に成ること間違いあ
りません。絶対に幸せの絶えることのない
企業、人財の集まり、人吉倫理法人会にし
ます。

人吉市倫理法人会
会　長

平　瀬　裕　一

　29 年度で会長２年目に入ります。新年度
は各委員長も張り切っていますので、私も
幹事さん方に劣らないように会員企業様へ
の活力朝礼導入とＭＳ参加を促して「元気
な水俣芦北倫理法人会!!」を目指して参りま

す。
　３月 14 日㈫は 20 周年記念式典を開催し
ます。当日には念願の百社達成で華を添え
させて頂きます!!１年間、宜しくお願い致し
ます。

水俣・芦北倫理法人会
会　長

森　下　弘　美

　普及に努め会員の皆様を
はじめ地域の方々に倫理を
広く理解していただき、地
域の幸せと繁栄を願いつつ
地域貢献に倫理活動が役立
つ様、役員一同、日々頑張
る所存です。

球磨倫理法人会
会　長

赤　池　哲　治
熊本県倫理法人会
西部地区新春交流会

熊本市
中央

熊本市
西

熊本市
南 宇城

日時 平成29年２月２日㈭　午後６：00〈受付開始〉

会場 レストラン＆バーＣＩＢ〈キーブ〉　電話　096-355-1001
〒860-0806　熊本市中央区花畑町11-14　KOHENビル２F

会費（懇親会費込）：倫理法人会会員　3,000円　未会員　2,000円　

一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー
熊本県倫理法人会　副会長
株式会社エコファクトリー　代表取締役社長

プログラム

H19.11　第４回エコプロダクツ大賞　エコプロダクツ部門　国土交通大臣賞
H21.12　第６回エコプロダクツ大賞　エコサービス部門　農林水産大臣賞
H27.１　平成27年度　省エネ大賞　省エネ事例部門　審査委員会特別賞　受賞
H27.12　平成27年度地球温暖化防止活動　環境大臣表彰　受賞
H28.７　熊本県知事表彰　くまもとものづくり功労者表彰　受賞

村　上　尊　宣
むら　かみ　　たか　のぶ

◆講話者

〈受賞歴〉

H15年10月　　　熊本市中央倫理法人会　入会
H17年～18年度　　　　　　　〃　　　　幹事　普及拡大副委員長
H19年～21年度　　　　　　　〃　　　　専任幹事　普及拡大委員長
H20年～24年度　社団法人倫理研究所　法人レクチャラー
H25年～28年度　一般社団法人倫理研究所　法人レクチャラー
H22年～24年度　熊本市中央倫理法人会　会長
H24年７月　　　熊本市南倫理法人会　分封設立　副会長
H26年～29年度　熊本県倫理法人会　副会長
H27年９月１日　「倫理１７０００」認定

〈倫理法人会　略歴〉

６：30
６：35
６：45
７：00

～

７：50
８：00

～

９：30

開会
熊本県倫理法人会会長挨拶
オリエンテーション
講話　『倫理経営で世界展開』運命自招
　　　　　　　　　　村上　尊宣　氏

懇親会

閉会

PM
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　平成 29 年度北部地区長という大役をいた
だき、今、自分に何が出来るのか、何をし
なければいけないのかを自問自答している
ところです。
　荒尾・玉名・山鹿と、いつもＭＳに出席
して親しみやすいところですから、三単会
の会長と心を合わせ目標達成に向けて全力
で取り組みます。いつも笑顔で楽しみなが
ら、和気あいあいと活動しています。
　もう一つご報告があります。昨年 11 月
11 日～16 日にかけて南カリフォルニア倫
理法人会設立記念式典に参加してきました。
日本から 54 名の参加で熊本からは菊池会長
ご夫妻、加来会長と４名でした。ロサンゼ
ルス到着後 30℃近い気温にビックリしまし
た。サンタモニカの青い空、ビバリーヒルズ、
ハリウッドを廻りホテル着後ウェルカムパ
ーティーがあり、皆さんでカリフォルニア
倫理法人会へ入会しました。（会員証も用意
してありましたので２ヶ月だけですが）
　次の日は朝から式典会場へ移動して 11 時
から式典がルーク倉石副会長の開式の言葉
で始まり、日・米の国家斉唱、佐々木貴子
幹事長の経過報告、内田文朗法人局長から
の式辞の後日本国総領事館・首席領事の林

利俊様より祝辞があり、飯田隆会長の辞で
終了。２部は、丸山敏秋理事長の記念講演、
３部祝賀会と、夢かぎりなくを斉唱して無
事終了しました。
　明朝ホテルにてＭＳが行なわれ、役員朝
礼から参加しました。各地から来られた理
事、法人スーパーバイザーの講話で終了し
ました。その後、空路ラスベガスへ。中国
の砂漠と違い、機上から太陽光の施設が何
ヶ所かあり、着いた所はパラダイスでした。
キラキラとまばゆいネオンの中、スケール
の大きいシルクドソレイユのショーに感動
して、夜の町を歩きました。
　次は早朝からグランドキャニオン観光へ
行きました。スケールの大きさに圧倒され、
ただただこの地に立てたことに感謝しまし
た。
　この度の式典のツアーに参加して倫理法
人会の仲間は、初めて逢った人でも、すぐ
に仲良くなり、前向きで、愚痴を言わないし、
本当に気持ちの良い旅が出来ました。
　倫理法人会のそれもアメリカで初の設立
式典に参加出来たことに心から感謝し、倫
理法人会の会員でいることを誇りに思いま
す。

熊本県北部地区長
川　上　とし江

北部地区

　思いもよらない地区長の役職を頂きとま
どっています。今までは一会員として自己
研鑽する事で、今より少しでも自己満足出
来る人生（会社経営）が送れるならばと、
出来得る限りいろんな行事等出席する様に
努めてきました。即ち皆さんの後について
行きながらでした。
　地区長を拝命した以上は、皆さんと共に
歩み、時には一歩先を行かなければならな

いのかなあと、自問自答しています。
　昨年四月の震災被害で気持の落ち込んで
いる地域でもありますから、ハード・ソフ
ト両面の復興に向けての街づくりに倫理活
動を活発化し希望の持てる街づくりに努め
たいと思います。
　皆さんと力を合わせ目標に向ってがんば
りますのでよろしくお願いします。

熊本県東部地区長
高　宮　今朝秀

東部地区

　熊本地震が起きて、中部地区長になって、
初めての新年を迎えました。
　昨年とは違う新年を迎えた人達がたくさ
んいます。泣いてる人、怒っている人、悲
しんでいる人、ほとんどがそうだと思いま
す。
　今こそ、倫理運動を広げるチャンスとと
らえ、一人でも多くの人に伝えていこうと

思います。私に出来る事は今までの体験を
通して倫理の素晴らしさを皆様と一緒にお
話しできればと思います。
　中部地区長としての役目が何なのかを、
もう一度しっかり考え行動していきたいと
思います。どうか御協力のほどよろしくお
願いします。がんばります。

熊本県中部地区長
野　島　規　子

中部地区

　新年度、西部地区長を拝命しております
井出庸文です。私は、熊本県倫理法人会の
組織に則り、会長・幹事長の下、県下５地
区長と共に地区単会とのお世話役に徹しま
す。特に会長に心を寄り添い会長のリーダ
ーシップをより発揮できる様に指導助言し
ます。単会は会長の気持ち次第です。おの
ずと単会の活性化につながることを期待し

ています。
　普及は、熊本地震の影響で復旧・復興は
３～４年かかると見込まれます。従って、
西部地区は、年２回の未会員セミナー＆交
流会でクロージングに結びつけたいと考え
ます。要は各単会独自の委員会の活性化と
地道な普及活動の支援を行います。

熊本県西部地区長
井　手　庸　文

西部地区

熊本県内５地区長挨拶
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　熊本北倫理法人会会長を拝命しました。
佐多修一と申します。今期２年目を迎えま
した。１年目は頼りにならない私を、専任
幹事、事務長、役員の方々に支えられ、あ
っという間に過ぎてしまいました。会も明
るく元気に活動をしていましたが昨年４月
14・16 日に発生した熊本地震で１ヵ月半ぐ
らいＭＳを中断したことで、勢いが少し衰
えたように思います。また、会長として、
被災された会員の方々に対して何もできな
かったことが今考えると後悔しています。
　ただ、会としては、役員の皆さんで、６
回シリーズで倫理の勉強会を開催したり、
会員の皆様に対して１年間の活動内容や会

計報告をさせて頂きました。ＭＳに参加され
ていない会員様に倫理法人会の理解を深め
てもらい参加されるきっかけになればとの
思いで報告会を開くことができました。今
期も活発な活動を継続していき現在、自単
会の会員の出席率を目標 35％までに上げて
いきたいと思います。そのためには、私が
リーダーシップを発揮してＭＳを活性化し
ていき、20 名の役員が気持ち一つになり取
り組んでいくことができれば必ず素晴しい
法人会が出来上がると思います。
　まずは、会長の私が変わらなければなら
ないと思います。「明朗・愛和・喜働」を実
践して頑張ります。

熊本北倫理法人会
会　長

佐　多　修　一

西部地区

　今年９月より宇城倫理法人会の会長にな
りました横田です。「活動の見える化」を行
ない、多くの方に、モーニングセミナーに
参加していただけるよう、動きたいと思い

ます。
　また、日本の四季を感じる行事も企画し、
親睦を深める活動も実施してゆきます。よ
ろしくお願いします。

宇城倫理法人会
会　長

横　田　浩　一

　とうとう３期目の会長も仰せつかってし
まいました。２年間何をやったんだろう？
会員のために何が出来たんだろう？私が会
長で良かったのかと自問自答するばかりで
す。ただこのままでは終われない。なんと
か小さい一花だけでも咲かせて次世代につ
なぎたい。という想いを強くしています。

　「素敵な仲間に会えて、素晴らしい話が聞
ける、楽しくて力がもらえる会」にすると
いう初心を新たに、素晴しい役員（仲間の力）
を借り、託麻の活性化を遂げて残りを全う
したいと思います。皆様のご協力ご指導を
宜しくお願いします。

熊本市託麻倫理法人会
会　長

永　野　明　寛

　平成 28 年度より２期目の会長を拝命いた
しております熊本市西倫理法人会の西田義
伸です。熊本市西倫理法人会は、今年度、
設立 10周年を迎えました。
　私の父であります初代西田紀雄会長が、
中央倫理法人会からの分封を実現させ、莟
和弘２代目会長、田中正信３代目会長をは
じめとする多くの諸先輩方に支えられ、今

日を迎えております。
　そこで熊本市西倫理法人会では、来たる
平成 29 年５月 23 日㈫、平成 29 年度倫理
経営講演会および設立 10 周年記念式典を開
催します。役員一同、100 社達成と共に倫
理実践に頑張って参ります。今年度もよろ
しくお願い申し上げます。

熊本市西倫理法人会
会　長

西　田　義　伸

　今年度、設立５年目を迎えます熊本市南
倫理法人会会長の堤です。
　昨年も皆様には多大な応援、ご協力いた
だき誠にありがとうございました。私も早
や会長拝命３年目を迎え、平均年齢 40 歳の
役員さん達と共に明るく、楽しい単会をモ

ットーに毎週火曜日のホテルニューオータ
ニ熊本にてモーニングセミナーを行わせて
いただいております。
　日本創生の希望の下、今年は役員の更な
る拡充とともに会員数 130 社を目標にがん
ばります。

熊本市南倫理法人会
会　長

堤　　　泰　之

　今期で最後、直球勝負と行きたいところ
ですが、自分の個性と能力を考えると、変
化球勝負になりそうです。イベントなどの
行事を駆使して会の活性化を図ります。

熊本市中央倫理法人会
会　長

田　口　一　法

熊本県内倫理法人会（19 単会）会長挨拶
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　新春のお慶びを申し上げます。平成 29 年
度より南部地区長を拝命し、心より感謝申
し上げます。
　単会会長の３年間を振り返ってみますと、
お役を賜った事で自分自身の生き方、夫婦
の在り方、社員、組織の在り方に多くの気
付きを得る事が出来ました。本当に又とな
い機会に恵まれました。倫理実践という学
びの中にあらゆる場面に直面した時、日頃
のモーニングセミナー基礎講座、研修会等
で学ばせて頂いた時間の活用が、少しでき
ているのかと実感する事が多くなりました。
客観的に自分を見る事、冷静に物事を捉え

る事で会社経営にも反映出来る様になりま
した。同時に人生において自分自身の使命
を改めて知る機会となり、自己成長の場を
賜り感謝有るのみです。
　この度は地区長という更に自己の立場を
知り広い範囲でのリーダーとして、もっと
真摯に純粋倫理の原点を学び共に幸せを喜
び合える仲間づくりに貢献し、熊本県のゆ
るぎない 2100 社に向って「人づくり」「組
織づくり」「内容づくり」を心に留め、喜ん
で進んで日常に生かせる様楽しみに過ごし
ます。今後共よろしく御指導をお願い致し
ます。

熊本県南部地区長
平　井　郁　恵

南部地区

　皆さん！あけましておめでとうございま
す。普及活動を、本年も宜しくお願い致し
ます。今年からの４年間（2020 年）世の中
は当然ですが、私個人にとっても、大変重
要な年になるのは間違いないようです。
　「大変とは」大きく変わるといわれます、
そうです、何も慌てることはありません。
私自身が、今までにないほど、大きく変わ
ればいいのです。純粋倫理の実践です。
　昨年の熊本地震によって、私の人生の転
換点に、なることを学ばせていただきまし
た。丸山敏秋理事長がこの何年か、文明の
ターニングポイントになる、大転換期にな
るといわれてたのが、いよいよ目前に来た
ような気がします。それが熊本地震でない
かと考えます。

１、「本物を目指して、本気で生きる !!」こ
　とを今回の熊本地震によって気づかせて
　いただき、次の３点の本物は何かを、追
　求していきます。
　一つ目は、我々の住む住居・住む環境は
安全か、
　二つ目は、人間として生きていくために
は、本物とは、純粋倫理であると、はっき
りとしてきました。
　三つ目は、仕事・事業が、お客様・消費者に、
本当に喜ばれ、ご満足いただけるものか、
働く社員・従業員が幸せになる会社にする
べきと、本物を目指して、本気に生きる。
　最後に、是非倫理法人会に入会して、良
かったといわれる仲間・倫友を増やしてい
くのが、会社・家庭をよくすることになり
ます。皆さんの力を貸してください。

普及拡大委員長
田　窪　哲　司

　熊本県下 19 会場で毎週行われる「経営者
モーニングセミナー」は一般的な講演会や
勉強会とは一線を画します。
　経営者の自己革新をはかり、会社のあり
方を真剣に学びあう「道場」といえます。

また、セミナー後の食事会は、和やかな雰
囲気の中で行われ、異業種交流の場となっ
ています。
　皆様のご参加をお待ちしています。

モーニングセミナー
委員長

小　林　宗　義

　明けましてお目出度うございます。
「研修委員会」は他の委員会とひと味違って
何か具体的な目標がハッキリとしない反面、
幅の広く、深い役目が見えてまいります。
　法人局の活動計画を基に、山本会長が活
動の根本に据えておられるのが「人づくり」・

「組織づくり」。役職者の意識・実務の向上
を図る各種研修、会員様のより深い純粋倫
理の学びをして戴くための手立て等、強い
想いがひしひしと伝わってまいります。
　山本会長の御期待に応えられるよう、役
に徹してまいります。

研修委員長
平　野　公　夫

　今年度の熊本県倫理法人会の朝礼委員会
は、県の活動方針書のもと活力朝礼を会員
企業に浸透する為に各単会で今年度中に（Ａ
級１名Ｂ級２名Ｃ級３名）以上の朝礼ライ

センス取得者を目標に役員朝礼研修を行っ
てまいります。
　本年度は活力朝礼発表会を単会１社エン
トリーして行ないます。

朝礼委員長
吉　見　元　親

各委員会 委員長 挨拶



　会長職２年目となりました。あっという
間の１年を経過し、２年目となる今期は、
中身（内部）の充実に焦点を向けたいと思
っています。幸いな事に、新しく有望な役
員の方々が育ってくれています。この方々
の見本になるよう、我々の学びも深いもの
にしなければならない事も必須です。

　何より、役員の充実が単会の活力源とな
りますから、とても重要課題です。また、
100 名Ｍ.Ｓの開催や、会員の方々との懇親
会等も活発に開催してゆきます。私自身が
笑顔を忘れず積極的である事を心に置き、
今期もチャレンジしてゆきます。

荒尾市倫理法人会
会　長

加　来　恵美子

２

北部地区

東部地区

中部地区
　今年度の目標を「倫理の実践による増収
増益」としました。
　何故、増収増益すなわち付加価値の再生
産なのでしょうか。まず給与・賞与・福利
厚生で従業員とその家族を幸福にできます。
次に減価償却費で事業を継続させることが
できます。役員報酬で家庭を幸福にできま

す。配当で株主へ恩返しできます。納税で
国や地域へ貢献できます。さらに、利益で
事業の安定的発展を図ることができます。
　モーニングセミナーへの参加および「職
場の教養」を活用した朝礼の実施、セブンア
クトの実践等により、会員企業が増収増益
を達成することこそ、私の望みであります。

熊本市倫理法人会
会　長

河　﨑　由紀夫

　今年度より玉名倫理法人会の第 11 代会長
に就任致しました城戸雄生です。実行によ
り直ちに正しさが証明できる生活の法則を
世に広め一人でも多くの方に幸せになって
頂きたいと願っております。
　会員はもとより地域の皆様の繁栄を実現

できますよう微力ながら「明朗・愛和・喜働」
を実践して参ります。明るく楽しい会にな
り皆が笑顔で集う会になるように励みます。
今後も「日本一行きたい玉名倫理法人会」
を目指します。

玉名倫理法人会
会　長

城　戸　雄　生

　昨年はあの九州北部豪雨大災害から４年
も経たないうちの４月の熊本地震、熊本県
はもとより全国の倫友の皆様からの心温ま
る御支援、本当に有難うございました。“苦
難福門” の教えの通り多くの学びを頂きま
した。

　誌名も変わりました、新年心新たに “ふ
んわりとやわらかで、何のこだわりも不足
もなく、澄みきった張りきった心、これを持
ちつづけること” を常に肝に銘じ、阿蘇は
今年も厳しい状況が続くと思いますが、阿
蘇から倫理の火が消えないよう頑張ります。

阿蘇倫理法人会
会　長

小　嶋　維　男

　この度、熊本東倫理法人会の会長職を拝
命しました山本孝二と申します。
　会長としての役目を果たします。
１、モーニングセミナーの役職者の心得を
　重視し、会員各位に喜んで頂ける環境を
　つくりあげます。

２、純粋倫理の基本を学び、純情（すなお）
　な心により、明朗・愛和・喜働を即行、　
　即止の行動で人々の幸福な暮らしへと導
　けるよう努力します。
３、倫理法人会スローガンの実践します。（企
　業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を）

熊本東倫理法人会
会　長

山　本　孝　二

　当単会の会長職最後の年になり、今の自
分のやるべき事は何かを自問自答した結果、
この純粋倫理の学びを菊池市を中心とした
地域の１人でも多くの皆様にお伝えするこ
とだと改めて気づかされました。

　この地球という宇宙に存在している私と
いう人間が目にみえない大きな力と作用が
あると今少しづつ感じています。更に自分
を磨き高めるために実践してまいります。

菊池合志倫理法人会
会　長

菊　池　仁　美

　新年明けましておめでとうございます。
会員様におかれましては家族おそろいでお
正月を迎えられたと思います。
　明朗・愛和・喜働の実践により躍動する

職場作りを推進しております。
　本年も倫理活動に御理解、御協力をお願
い申し上げ、あいさつとします。

山鹿市倫理法人会
会　長

木　庭　繁　明

新年あけましておめでとうございます
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　今年度は、女性の力で熊本地震からの復
興の手助けを !! とテーマにしまして女性委
員会一同、今までにない結束力で活動をス
タートしました。地区リーダーを５名選出。
リーダーを中心に女子会の企画運営で気軽
に参加しやすいイベントでご好評いただい
ております。その盛り上がりから私たちは
６月３日の熊本地震復興支援サミットへと

進んでいきます。熊本の観光スポット山鹿
市八千代座にて開催致します。熊本地震を
決して忘れる事なく、火の国魂で熊本の魅
力を伝えられ、分かち合える最大イベント
にしたいと思います。実現出来た時に、私
たち熊本県の倫理のお仲間にたくさんの笑
顔と最高の宝物を手に入れると信じて私は
必ず実現させると誓います。

女性委員長
井　手　志　保

　今期の青年委員会は「次世代リーダーの
自覚と実践」をスローガンに各種活動を企
画しております。
　まだ、倫理法人会未入会の方でも参加し
てもらえる活動を通じて、倫理の実践と普

及に重きを置きまた参加したい！と思える
場面の提供をしたいと考えております。
　次の世代のリーダー養成の場として青年
委員会を盛り上げていきたいと思っており
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

青年委員長
山　田　朝　日

熊本市南倫理法人会 第一回ランチ交流会

　今回より会報が２ヶ月に１回の発行、会
誌名も「倫理くまもと」に変更することに
なりました。県内 19 の単会広報委員の方々
と協力し合い、以前の誌面とは違う構成で
活動状況並びに行事予定等を会員の皆様方

にお伝えしたいと考えます。広報紙を通し
て倫理の普及活動に役立つよう、広報委員
“全員一丸” となって頑張ります。皆様方の
ご理解ご協力をお願い致します。

広報委員長
髙　田　照　三

女性部
会

　昨年 11 月 19 日㈯ 午後５時 30 分～、八代本町、八
代城周辺の清掃活動を32名を３班に分けて行いました。
その後、会員の居酒屋で交流会をし盛会に終わりました。
次回は平成 29 年１月 28 日㈯ 午後５時 30 分～、熊本
市内中心部の清掃活動を予定しております。

青年委
員会

　平成 28年 11月 25日（金）11：00～ 14：30 熊本市南倫理法人会女性部会第一回ランチ
交流会を開催しました。 参加者 16 名 第一部は北部地区長の川上とし江様をお迎えし、「倫理は
世界共通。さあ、はじめよう地球倫理！」と題して、南カリフォルニアでの経験や、山鹿地区
での普及活動を通して学ばれたこと、オレオレ詐欺での学び、ご主人やご家族との関係などご
自身の様々な経験をお話いただき、その経験と倫理の学びについて笑いあり涙あり？で非常に
楽しく分かりやすくお話いただきました。 
　お昼はロックヒルガーデンにて素敵な景色とお料理に加え、スペシャルゲストのアキコさん
によるフルート演奏。おしゃべりにも華が咲き、大変盛り上がりました。 ランチを挟んで第二部
は、熊本市南倫理法人会女性委員長の高見睦代さんによる、「整理収納講座」。年末を前に片付
けの基本から、自分のタイプ別の片づけ法まで、とってもタイムリーな講座でした。 
　初めての試みで不安いっぱいの開催でしたが、堤会長はじめ、大橋専任幹事、宮村普及委員
長他、南の会員様、また、県女性委員長の井手様にもご参加いただき、笑顔あふれる良い時間
を過ごしていただけたのではないかと感じております。あっという間の 3 時間半で、また倫理
が大好きになりました。 今後も女性委員会では女性ならではの視点で会員様はもちろん、幅広く
多くの方に参加いただける交流会を企画していきます。もちろん男性にも興味を持っていただ
き、盛り上げていただければ幸いです。 
　次回は2/9。「みんな気になる、お金にまつわるお役立ち講座」を開催予定です。
お楽しみに♪
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　私達は、純粋倫理を学んでいます。
純粋倫理は、人間の心のありようを重視します。それは「心
の生活法則」であり、それに根ざした倫理経営を「心の
経営」と呼ぶこともできます。特に重視するのは、「明朗
な心」であり、暗いから明るくする、困難な状況だから
こそ希望を抱く、苦難を喜んで受ける…。どれも、心を
先行させる実践です。この心次第で、良くも悪くも、心
模様そのままに人生は動いていきます。
　純粋倫理という生活法則をよりどころ（手本）にして
リーダーとしての人間力を磨き高め、その力を土台にし
て皆様と共に、「平成 29 年 !!」素晴らしき良き一年を創
っていきましょう。

　会員の皆様には、新しい年をすがすがしくお迎えのこ
とと拝察し、心からお喜び申し上げます。
　昨年は、熊本地震という未曾有の災害に見舞われ大変
な年でした。そして、復旧、復興には、まだまだ年月が
かかります。この厳しい環境の中で、いかに生き残れる
のか、経営者、幹部社員、自らの倫理実践にかかってい
ると思います。

新年のご挨拶

熊本県倫理法人会
会長　山本　　浩

熊本県倫理法人会 今年度活動方針「ゆるぎない 2100社」「人づくり」「組織づくり」
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熊本県倫理法人会 検索

　2016 年 10 月に倫理法人会に入会いたしました「花屋ナカシマ」の中島です。花屋を始めて
６年目に入るのですが、以前の仕事は全然違う職種で車関係の仕事を 30 才ごろまで働いており
ました。祖母と母親がフラワーデザイン教室の先生をしておりまして、幼い頃から花のアレン
ジなどよく見ていました。
　その時は、興味はなかったのですが 30 才の時、手に職をもつ仕事をやってみようと思い、母
親も勧めた事から花の技術を学ぶ為、神奈川県の花屋さんで修行する事にしました。３年間修
行の後、地元熊本でお店を開きました。ただ、お店を “開きたい、やりたい” だけの考えで、経
営のノウハウも勉強していないまま、お店を開きました。今まではお客様の来店を１日中待っ
ている状態でした。その様な状態で５年が経過し、このままではいけないと思い営業にまわり
ましたが、知人・友人ぐらいで店の経営としては苦難の日々でした。
　そんな時、知人である倫理法人会広報委員長の高田さんに悩みを相談する中、倫理法人会の
モーニングセミナーのお話しを聞き、次の週に見学に行きビックリしました。早朝の６時から
経営者の方々が集まり、元気に挨拶をして、素晴らしい講話が聞けて、何て良い会だと思いま
した。今では毎日、各単会の MS（モーニングセミナー）に参加し楽しく勉強をしております。
入会して３ヶ月ですが、仕事に対する姿勢、接客など変わりました。もっと、もっと倫理を学び、
次のステップへつないで行きたいと考えております。皆様のご指導をよろしくお願い致します。

新入会員のご紹介（敬称略）

● 熊本北 ●
花屋　ナカシマ
中 島　敬 志

熊本市北区八景水谷４丁目７－21
☎096－245－7668

● 熊本市南 ●
三井住友海上火災保険㈱
熊本市中央区新屋敷１丁目 5－1

戸　田　一　誠
☎096－371－7221

マニュライフ生命保険㈱
熊本市中央区新市街１－１

長　森　広　樹
☎096－355－5544

● 熊本市中央 ●
税理士法人 森田事務所
熊本市中央区辛島町６－７

牛　嶋　武　司
☎096－212－0445

● 熊本東 ●
㈱アルゴ
熊本市中央区九品寺２－２－51

横　山　　　巧
☎096－375－7511

店舗繁栄研究所
玉名郡和水町江田 3139

松　永　　　望
☎090－5920－6844

● 熊本市託麻 ●

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（水口）までご連絡下さい。

ハイコムキュービック㈱
熊本市東区新南部４丁目７－38

高　橋　洋　道
☎096－201－2000

● 荒尾市 ●
秋吉商会
大牟田市三里町１丁目６－４

秋　吉　健　児
☎0944－55－8077

● 山鹿市 ●
スナック 96
山鹿市山鹿 301－１

黒　川　優　子
☎0968－44－6159

● 八代北 ●
山口工業
八代市中片町 204－５

山　口　真　幸
☎080－8565－5320

● 人吉市 ●
㈱ Misumi
車検のコバック人吉球磨店
球磨郡錦町西字鳥越 134－１

森　山　　　力

☎0966－38－7120

12 月 14 日現在
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