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前年度を振り返って

　29 年度は「とてもエキサイティングで有意義であった」の
一言です。毎週開催の MS（モーニングセミナー）や各種行事を
企画 (P) ～実践 (D) ～検証 (C) ～改善 (A) の繰り返しで多くの
出会い～仲間（倫）づくりが出来ました。特に震災復興行事とし
て吉川久子フルートコンサートや渡邉美樹氏特別講演会など感
動的な行事を役員と会員で実践共有できました。仲間（倫）も
増え、女性委員会、青年委員会及び広報委員会では新役員が任
命され組織が充実してきたことは人づくりのベースも出来、今
後が楽しみとなりました。

熊本東倫理法人会　会長　山　本　孝　二

　震災の影響もあり昨年度末 68 社でのスタート、どこまで減
ってしまうのかという不安の船出ではありましたが、倫友の皆
様のご支援のお陰で目標達成には届きませんでしたが、80 社
の大台には到達できました。３月１日の角岡先生の講話からは
切れ目なく MS にも 15 社から 20 社の参加を頂くようになり
ました。しかしながら、一年を振り返るとまだまだ自身の甘え
の多さ、実践力のなさを痛感する場面ばかりが脳裏に浮かぶ年
でした。猛省。

阿蘇倫理法人会　会長　小　嶋　維　男

　年度初めの県の方針
　　１、ゆるぎない 2100 社
　　１、浸透率　4.5％
　　１、組織づくり、人づくり　を役員全員で共有することを
モットーに毎回役員朝礼で発信して参りました。数としての
85 社を目標に頑張りましたが、会長の力不足で到達にいたり
ませんでした。しかし質の面では MS 後のコーヒータイムでの
講話に対する感想質疑での学びはいつも大きいものがありま
す。又基礎講義は４～５組の夫婦の参加は理想の学び方だと感
謝しています。もう一点は砂漠緑化活動で国際貢献できたこと
です。

菊池合志倫理法人会　会長　菊　池　仁　美

　まず、２月の中間目標、７月の年間目標を達成することが出
来、一番喜んでおります。役員に感謝することと、普及に対す
る理解、協力があったからこそ達成感が有ります。明朗、愛和、
喜働の実践により、普及活動を充実して、会員様、役員様の協
力で 30 年度も目標達成するよう頑張ります。最後の年度にな
りますが、目標に向って精進したいと思っております。宜しく
お願いします。

山鹿市倫理法人会　会長　木　庭　繁　明

　会長というお役を受けさせていただいて、まだ試行錯誤では
ありますが、皆さんが楽しく参加して頂けるようなセミナーを
開催して参りました。普及活動も会員の皆さまのご尽力により
早々と達成してその後の積み増しも出来ました。また自分も含
めて人づくり組織づくりはまだまだ道半ばです。次年度は役員
を含む会員様の意識向上に努めて参ります。倫理も会社も社会
貢献も同じように一事が万事と精一杯励みます。ありがとうご
ざいます。

玉名倫理法人会　会長　城　戸　雄　生

　二期目となる 29 年度に至っては、反省することばかりでし
た。よく「中弛み」と言いますが、正しく私がそうでした。一
期目は無我夢中で、役員の皆さんとどうやって一緒に温度を保
ってゆけるかとの気持ちを一番に考えていたように思います。
しかし二年目になると私が中心にしっかりと根を張っていない
ことを見透かされているように感じていました。自分の心の通
りになる事を思い知らされた次第です。今期三年目となる最後
の年です。思い残す事なく職務に心を込めたいと願っています。
いずれにせよ、この会長の職というものは厳しい分、本物の優
しさを味わう事が出来ます。醍醐味を味わう年にしたいです。

荒尾市倫理法人会　会長　加　來　恵美子

　この一年間、「倫理の実践による増収増益」および「何も足
さない何も引かない、原点回帰熊本市」、「他の経営者団体との
差別化による拡充」をスローガンとして会を運営してまいりま
した。個人的には他団体のお世話役もあり、仕事を犠牲にした
感がありますが、倫理とのダブルのお世話役で微かながら自己
革新できたかな、と思います。目的が明確でフラットな組織に
あっては、会長はリーダーというよりコーディネータでありま
す。役員および一般会員のご協力により、初年度を終えようと
しています。皆様の思いやりと行動に感謝申し上げます。

熊本市倫理法人会　会長　河　﨑　由紀夫

　昨年一年間を振り返ってみて感じることは、まずは役員の
方々に大変助けられたと思っています。皆さん仕事と倫理を両
立していただきご自身の自己啓発のために学びを実践する中で
役員を引き受けて頂きセミナーの企画、立案を計画し会員の為
に尽力され毎週木曜日には、早目に来て会員の｛おもてなし｝
をする為に会場の設営などしてもらい、盛り上げてもらったこ
とに対して感謝しています。残念ながら今期は、専任幹事が途
中で諸事情があり不在で役員や会員にご迷惑をお掛けし申し訳
なく思っています。ただ新しく専任幹事やモーニングセミナー
委員長になっていただいた方の後押しで後半盛り上げてもらい
最近ではモーニングセミナーに 50 名弱の参加者でいい雰囲気
で開催されています。来期は、役員の方の力を借りて熊本ナン
バー１のモーニングセミナー参加者毎週 50 名の開催ができる
よう努力していきます。普及も早目早目の活動で後半バタバタ
して役員にもプレッシャーを感じてもらわない様に行動して明
るく、楽しい会に必ずしていきたいと思います。県の会長また
役員の皆さんのご指導・ご鞭撻をよろしくお願い致します。

熊本北倫理法人会　会長　佐　多　修　一

　会長を拝命して今期が３年目になり、何とか有終の美をと思
いジタバタあがきましたが空回りさえ足りなくて渦を巻き起こ
せないままに終えることになりました。毎年、ＭＳの活性化、
着実な普及ということを目標に掲げ、前年の轍は踏まないぞ、
今年こそはと思いつつも、先延ばししてしまう弱さを繰り返し
てしまったようです。ひとえに私のリーダーシップのなさ、率
先垂範の実践が出来なかった結果です。
　ただ、役員さんの奮闘で今期初めて普及の中間目標、最終目
標を達成することが出来て晴れの壇上にたたせて頂いたことは
とてもありがたく思っています。この紙面を借りて、力のない
会長を支えて頂いた役員の皆様、山本会長をはじめご指導頂い
た県役員の皆様、元気を頂いた他単会の皆様にも感謝とお礼を
心より申し上げます。ありがとうございました。 

熊本市託麻倫理法人会　会長　永　野　明　寛
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● 熊本市倫理法人会 ●
㈱クマモト敬和
熊本市中央区保田窪2丁目12番3号

㈱クリエイティブシコン
熊本市中央区北千反畑町7-3

キャプテンクラブ
唐津市肥前町田野乙ヌ557番地

（同）ＨＩＡスポーツ推進企画
熊本市中央区帯山5-38-10-106

㈲ナワ環境管理
熊本市北区武蔵ケ丘9丁目2-58

㈲ココ・オオツカ
熊本市東区尾ノ上二丁目24-10

㈱ソニックジャパン
熊本市中央区大江6丁目28-6-2階

山王㈱
熊本市東区戸島西5-5-57

宗教法人　健軍神社
熊本市東区健軍本町13番1号

宮　野　敬　之
☎096-387-2550

木　下　陽　太
☎096-342-0450 

伊　藤　恭　一
☎080-3926-1020 

生　駒　春　美
☎096-384-0996

綿　貫　秀　樹
☎096-337-6722 

大　塚　恭　子
☎096-365-7882

松野下　憲　広
☎096-366-3116 

板　﨑　芳　友
☎096-214-6850 

今　丑　元　則
☎096-368-2633

● 熊本東倫理法人会 ●
㈱ナカガワフーズ
菊池郡菊陽町原水5594

熊本中央リース㈱
　　空港通り営業所
熊本市東区御領6丁目2-67

松永石油ガス㈲
上益城郡御船町豊秋597

㈱光進測量社
熊本市中央区水前寺6-48-31

井上鮮魚店
下益城郡美里町佐俣326-1

中　川　哲　也
☎096-232-2018

永　島　一　平
☎096-389-1500

松　永　浩　成
☎096-282-0408  

谷　住　敬　二
☎096-383-0037  

井　上　洋　平
☎0964-46-2030  

● 菊池合志倫理法人会 ●
木村　泰之
菊池市稗方304-2

緒方林業
菊池市班蛇口2513

三浦　久恵
菊池市隈府970

㈱一真
菊池市隈府1298

木　村　泰　之
☎0968-24-8100    

緒　方　啓　一
☎0968-27-0120    

三　浦　久　恵
☎080-1542-5053  

中　川　健　一
☎0968-25-4886 

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
メットライフ生命保険㈱
熊本市中央区桜町1-20
　　　  西嶋三井ビル６F
　　
㈱白水
熊本市南区田井島1丁目2-1
  ゆめタウンはません２F
 
㈲輝宝
熊本市中央区新町2丁目7-4

ジョイフル　あつ子
熊本市中央区花畑町11-32
　　　　　  三駒ビル２F

重村　和征
熊本市東区戸島本町1-5

西穂建設㈱
熊本市中央区水前寺6丁目36-4
　　　　  井元ビル101号

㈲光正
合志市野々島5053-1

カツ美室内
熊本市北区飛田4丁目6-125 102号

（同）ＴＨＰ熊本
熊本市東区健軍3丁目6-10-205

㈱ライフアース
熊本市東区尾ノ上1丁目18番9号
          ＢＡＵＢＡＵビル3階

田　尻　一　成
☎096-359-5751    

吉　田　祐　介
☎096-214-8031       

北　口　義　輝
☎096-355-5488   

池　田　あつ子
☎096-322-1239    

重　村　和　征
☎096-380-2565    

村　上　生　樹
☎096-285-1311   

城　野　光　男
☎096-242-6261    

福　島　健一郎
☎096-245-6709    

津　川　光　星
☎096-285-6434   

楳　木　寛　丈
☎096-285-3662    

● 八代市倫理法人会 ●
シー・アール・ディ・開発㈱
八代市港町262-26

トマトウィズドリームカンパニー
八代市郡築十二番町1-5

社会保険労務士
　　あきおか事務所
八代市横手町1236-3

木村塗装
八代市坂本町深水3401

マニュライフ生命保険㈱
八代市西松江城町2-1
  東京画廊テナントビル２F
 
マニュライフ生命
　　　　月と風の会
八代市西松江城町2-1
  東京画廊テナントビル２F

㈱ aina
熊本市南区八幡10丁目2-139-2

㈱ホーミーズ
八代市本町1丁目7-12
　　　ストーリービル３F

プルデンシャル生命保険㈱
　　　　　熊本支社
熊本市中央区桜町1-20
　　　西嶋三井ビル12階
　　　
㈱ウッドランドパス
熊本市北区清水本町4番1号

㈱キョーワ金属
熊本市東区小山2丁目19-43

横場工業㈱
　　日本製紙出張所
八代市十条町1番地

㈱ミカド
熊本市南区中無田町1018-1

㈱トリカイ
熊本市東区石原2丁目1番1号

㈲中﨑潜水工業
上天草市松島町合津6959-5

内田塗装
八代市敷川内町2481-1

㈲堀口陶器本店
八代市出町2-9

㈱斉藤リサイクルサービス
八代市沖町字6番割3881-1

福島牧場㈱
八代市上日置町2389

やつしろおもて㈱
八代市南平和町249-1

㈱日創建材
上益城郡益城町寺迫1209番地

㈲徳澄塗装
八代市宮地町2063-2

㈱隆勢
熊本市西区城山下代1丁目4番12号

Craft-One㈱
八代市岡町谷川576-3

㈱静波
八代市川田町東1048-16

藤　本　房　光
☎0965-37-2878  

宮　崎　正　吾
☎0965-35-3023   

秋　岡　百合子
☎0965-31-7005 

木　村　重　春
☎0965-45-3022 

蓮　田　和　也
☎0965-31-7800

宮　永　真之介
☎0965-31-7800 

榎　田　幸　助
☎096-295-8664   

森　下　美　佳
☎0965-34-0769  

坂　本　公　紀
☎096-359-1577  

荒　木　周　子
☎096-288-2183

竹　邉　貫　一
☎096-389-0888  

矢　田　哲　也
☎0965-32-5931     

松　本　　　一
☎096-357-1707 

鳥　飼　　　晃
☎096-380-8383   

中　﨑　良　二
☎0969-56-2074 

内　田　一　樹
☎0965-34-7821  

堀　口　幸　子
☎0965-33-5195   

斉　藤　明　志
☎0965-32-0585

森　﨑　瑛　史
☎0965-35-5115 

石　本　博　之
☎0965-65-8246 

青　柳　善　久
☎096-286-1211 

徳　澄　八生喜
☎0965-34-8535     

岩　﨑　敏　治
☎096-329-5270

久　保　寛　之
☎0965-39-1588  

島　本　和　彦
☎0965-39-1165  

● 熊本北倫理法人会 ●
松本三郎建築
熊本市南区南高江7-4-16

肉まん本舗
熊本市東区健軍3-38-15

緒方　洋子
熊本市北区鶴羽田4丁目16-94

井上大輔 カメラマン
熊本市西区花園7丁目2433-1

熊本徳風会
熊本市中央区南熊本4-6-9 2A

松　本　三　郎
☎096-358-0567 

田　中　恵　一
☎096-285-8196

緒　方　洋　子
☎096-343-7370  

井　上　大　輔
☎080-6425-9851  

松　岡　　　勉
☎096-372-0450  

● 玉名倫理法人会 ●
福原　秀治
玉名郡和水町岩尻117-1

㈱スエヨシ
合志市御代志1524-5

天草綜合印刷
天草市倉岳町棚底1959

㈲山路
玉名市繁根木143

萩尾塗装
合志市野々島5081-7
　　

福　原　秀　治
☎0968-86-3675 

末　吉　春　朝
☎096-242-0081

稲　田　繁　人
☎0969-64-3427   

早　川　克　子
☎0968-73-5993   

萩　尾　悦　夫
☎096-348-5134  

● 熊本市中央倫理法人会 ●
le coton
熊本市中央区水前寺公園5-23-1階

田　尻　友　美
☎096-385-3285    

● 荒尾市倫理法人会 ●
（合）フォルトゥナ
大牟田市大正町1丁目3番地8号

海づか
大牟田市平原町111-2

総合衣料　アサヒダ
荒尾市野原107-1

㈲橋口屋
玉名郡南関町関町1463

㈱ベジタ
熊本市西区蓮台寺1-2-31

司法書士小柳亮幸事務所
荒尾市宮内176-11

㈲コリノ
荒尾市荒尾4180-269

清　水　敬　仁
☎011-839-3900

横　溝　房　子
☎090-7380-6976 

旭　田　国　浩
☎0968-68-0017 

太　田　明　和
☎0968-53-3300 

外　口　栄　一
☎096-355-0660  

小　柳　亮　幸
☎0968-69-0180 

谷　口　法　子
☎0968-69-3911



熊本県内倫理法人会（19 単会）会長挨拶
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　昨年度は、季節感のある会員活動と、モーニングセミナーの
見える化を行ってまいりました。
　内容も定着し、今期はこれを軸に、モーニングセミナー参加
者及会員の拡大を推進する予定です。皆様も宇城のおいしい朝
食食べに来て下さい。

宇城倫理法人会　会長　横　田　浩　一

　平成 29 年度熊本市西倫理法人会は、設立 10 周年を迎えま
した。去る５月 23 日、倫理経営講演会並びに設立 10 周年記
念式典を無事に終える事が出来、改めて会員の皆様への感謝、
また役員の皆様の有難さ、そしてこれまで熊本市西倫理法人会
を守り、育ててこられた歴代会長に対する感謝と尊敬の思いで
いっぱいです。この 10 周年の大きな節目を新たなスタートと
し、会員の皆様により充実した倫理の学びと会員交流の場を提
供し、更なる活性化を目指し活動して参りたいと思います。本
年度も誠に有難うございました。

熊本市西倫理法人会　会長　西　田　義　伸

　会長退任にあたり、良い倫友に恵まれ、あっという間の 3 年
間でした。幹事の皆さんの協力と共に、山本会長、緒方前会長
はじめ県の役員さん達には随分可愛がっていただき、人も育て
ていただきました。熊本市南倫理法人会としても自身が目標と
していた 130 社、役員 30 名を実現して次代にバトンを渡せる
ことにホッとしております。遠からず日本一の単会になること
を信じております。会長になって常に明朗、愛和、喜働の実践
を心がけ、純粋倫理の示す姿に確信を持つことができました。
ありがとうございました。今後も実践に努めます。

熊本市南倫理法人会　会長　堤　　　泰　之

　平成 28 年 4 月 14 日、16 日の熊本地震の影響を受け、個々
の会員役員の状況が色濃くにじみ出た一年でした。当初のスタ
ートは大きく出遅れてしまいましたが、毎週水曜日早朝の普及
会議を中心とした役員活動は確実に実を結んでおります。活動
後半には大きなイベントの企画が持ち上がり、4 月 20 日の特
別ナイトセミナー参加者は 100 名に迫る勢いを見せ、今後の
活動に期待を持たせました。この後も期待できるイベントの計
画があり、それらのイベントに動員をかけることで会勢は伸び
ていくものと確信しております。今期にて会長職を降りますが、
これまで拙い会長を一生懸命支えていただいた会員役員の皆様
に、心よりお礼申し上げます。

熊本市中央倫理法人会　会長　田　口　一　法

　昨年度は会長職 2 年目において、単会の 30 周年記念事業を
7 月 15 日に挙行することができ、大変光栄に思っております。
また、単会目標 200 社を掲げ、役員一丸となり普及に取り組
んだ結果、年度初め 187 社から、年度末には 210 名の会員を
擁する単会に発展することが出来ました。何のための 200 社
なのか、目標意識は 2 点ありました。まず、第一は八代北・八
代中央を生み出した歴史ある親単会として、2 つの組織力を温
存した単会でありたい、第二は、これまで 30 年間単会を支え
て頂いた歴代会長をはじめ、先輩方に目標達成を通して、ご恩
返ししたい願いがあったからです。
　これからは、新しい役員の登用、次世代の育成による更なる
組織力の向上と、モーニングセミナーのレベルアップを図り、
新しい歴史を刻んでゆく所存です。

八代市倫理法人会　会長　藤　永　和　広

　会長拝命初年度、印象としましては、セミナー・研修・会議、
学習するもの全てが自己啓発に繋がり、結果としてスキルアッ
プに繋がっている様に思います。
　反省すべき点では、MS の呼びかけが不充分だった事やまた
定例役員会をはじめ県活動委員会等の欠席が後半目立っていた
事等です。良かった点は、倫理講演会・各季節毎の懇親会等、
多数ご協力いただき結果としてご入会に繋がったこと等、さら
には班別行動が普及活動に活かされ、班別・会全体としての目
標達成が出来たことを大変嬉しく思います。今後の課題としま
しては、「すすんで取り組む意識への変化」を目指し役員心を
一つにして頑張ります。今後ともよろしくお願い致します。

人吉市倫理法人会　会長　平　瀬　裕　一

　今年は三年目の最後となります、森下です。前年度は一昨年
度よりも各委員長の活動が良好でした。倫理の売りである MS
と朝礼各委員長に頑張って頂きました。お陰様で元気なモーニ
ングセミナーと活力朝礼活動ができました。今年度は更に売り
を充実して普及活動にも繋げて参ります。
　30年度も宜しくお願い申し上げます。

水俣芦北倫理法人会　会長　森　下　弘　美

　球磨会長を拝命して２年が経過し、高い志と勇気と希望を持
ってお受けしたはずが、未だ自分の理想とするものにはほど遠
く日々の活動の結果として表れる数字には、現実の厳しさが反
映し活動グラフにおいては、不甲斐ない結果を残すことになり
ました。それでも７月には “普及目標達成” という形でＨ29 年
度を終えることが出来たことを心から嬉しく思います。前年度
を振り返り、改善すべきは早急に！特に「役員の意識の向上」
を目指すことが今後の大きな課題といえます。Ｈ30 年度は会長
最後の年、やり残しの無い様、全力で取り組む所存でおります
故、今後ともご指導よろしくお願い致します。

球磨倫理法人会　会長　赤　池　哲　治

　八代北は、｛温故知新｝古き伝統を引き継ぎ重んじ、新しき
を知る。県会長の方針の下、歴代会長にご指導、アドバイスを
頂き、多種多様の研修を習得、体験させて頂きました。　
　『活力朝礼』に着目し、日頃の学び、実践を企業に反映させ
る事が出来る、最高のツール（職場で社員と一体となり自己革
新が出来る）と確信、次年度は自単会に広く推進し、企業活性
化を目指します、今後とも宜しくお願い致します。

八代北倫理法人会　会長　吉　見　和　晃

　あっという間に一年が過ぎました。自単会の足元を固める事
に専念してきました。役員も増えて、その活動内容にとても心
強く感じる物がありました。普及の方は、単会で目標としてい
る数がいつの間にか達成の数になっていましたが、方向は振れ
る事なく進んできました。倫理を伝える、広める事をしてきた
ので、達成という結果はできませんでしたが、役員の心の中に
「普及」というものがある事がわかったのはとても嬉しい事で
した。
　これからも、八代中央の会員さんの為に活動していきたいと
考えております。

八代中央倫理法人会　会長　久保田　健　嗣
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　7 月 7 日に執り行われました「平成 29 年度　熊本県倫
理法人会普及達成式典」には、多数の方にご参加頂き、達
成の祝杯を上げることができました。式典では、村上尊宣
　副会長の開式の言葉、山本浩　会長の挨拶に始まり、田
窪哲司　普及拡大委員長からは、山本会長を筆頭に、川崎
幹事長はじめ県役員の皆様、各単会の会長及び普及拡大委
員、役員さんの一致団結により、達成できたことであると
の感謝と労いのお言葉を頂きました。

　結果は、平成 29 年度の目標　2100 社に対し実績は　
2117 社　達成率 101％で熊本県設立以来の新記録達成と
なりました。その反面、「拡大」と「充実」の両面、「攻め」と「守
り」のバランスにおいて守りの部分が疎かになっていたと
の反省点もお話いただきました。しかしながら来期に向け
今期を総括し、新たな目標、課題を見出したことで、更な
る闘志を感じられたのが印象的でした。

年間目標2100社➡2117社達成しました。感謝申し上げます。

平成29年度 熊本県倫理法人会普及達成式典普及拡大委員会

田窪哲司普及委員長 表　彰 会　場 歓　談　内田文朗
法人局長挨拶

新入会員のご紹介（敬称略）

● 阿蘇倫理法人会 ●

７月 31日現在

特定非営利活動法人
　おーさぁ通所介護
熊本市東区栄町2-15 1階

小松税理士事務所
阿蘇市一の宮町宮地1452-2

大仁産業㈱
阿蘇郡南小国町赤馬場3556-4

（か）ひのくに
阿蘇郡南阿蘇村河陰381-2

㈲電気館クロネコ
阿蘇市内牧436-7

㈲ニシコー
福岡市中央区天神4-1-23
　ニューライフ天神204号

㈲白石運輸
阿蘇市役犬原1683-7

㈱ワタナベ
阿蘇市赤水815-1

㈱阿蘇ナチュラル・ジェイファーム
熊本市西区池田1丁目11番30号

高　瀬　博　明
☎096-214-0305  

小　松　清　治
☎0967-22-0320 

佐　藤　あさみ
☎0967-42-0463  

荒　巻　健　一
☎0967-67-3272

坂　本　友　文
☎0967-32-3222

次郎丸　英　生
☎092-752-7175  

白　石　秋　広
☎0967-32-4103

渡　邉　万　平
☎0967-35-0354 

森　　　光　臣
☎0967-67-4186 

● 球磨倫理法人会 ●
㈱フルラージュ
　　　花工房たけだ
球磨郡錦町西3542-13

㈲植眞
球磨郡相良村川辺579-4

（同）ひかり
球磨郡あさぎり町上北2357-59

西﨑　孝子
人吉市中青井町290

（一社）九州
　　ソーシャルサポート
人吉市駒井田町188-22

明治安田生命
　　　　人吉営業所
人吉市上青井町123-9

瀬崎商店
球磨郡多良木町多良木967-4

村山電気設備
球磨郡多良木町多良木4260

竹　田　農利人
☎0966-38-3502    

杉　野　眞　也
☎0966-35-0563  

椎　葉　光　子
☎0966-45-3322  

西　﨑　孝　子
☎090-3016-5880

山　下　雅　也
☎0966-22-1166

斉之平　知　宏
☎0966-23-4921

瀬　崎　哲　弘
☎0966-42-6464

村　山　　　茂
☎0966-42-4390 

● 熊本市南倫理法人会 ●
弁護士法人　
　  観音坂法律事務所
熊本市中央区安政町8-16 701

㈲リミックス
熊本市東区江津1丁目18-48

細川歯科
熊本市西区春日1-14-2 202

㈱ Nariche・Style
熊本市中央区大江5丁目8-20-701

ＹＳＫ
熊本市東区保田窪本町2番128号
        エスポワール102号

㈱システムサイエンス
熊本市中央区山崎町66
                 出田ビル２F

㈱アクションラボ
熊本市北区龍田4丁目1-7

山湧産業
熊本市東区下江津2-5-80

河　内　博　幸
☎096-245-6621

宮　本　裕　二
☎096-288-2205   

細　川　由　恵
☎096-356-5050  

中　村　聖　司
☎096-277-6650

甲　斐　成一郎
☎090-2713-9110   

磯　野　幸　治
☎096-322-6311
  

古　川　寛　子
☎096-245-6566  

山　本　達　也
☎096-285-5773   
    

　熊本市西倫理法人会は、５月 23 日で 10 周年を迎えることが出来ました。そこで、
設立 10 周年記念式典がザ・ニューホテル熊本で盛大に行われました。林田専任幹事の
経過報告の後、村上尊宣副会長の来賓挨拶に続き、４代目西田会長による歴代会長、
西田相談役、莟相談役、田中相談役への感謝状、花束贈呈が行われました。その後倫
理研究所参与 井上茂勝氏による倫理経営講演会が、行われました。
　講演会終了後、第二部として、記念祝賀会が催され、100 社達成も有り、大変盛り
上がりました。

熊本市西倫理法人会　設立10周年記念式典・祝賀会
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各委員会　委員長　挨拶

　熊本県倫理法人会の平成 29 年度は年間普及目標 2100 社を
突破しました。
　平成 29 年度は、熊本県倫理法人会設立 37 年の歴史の中で、
普及活動社数が、2120 社（7/20）設立以来の新記録でした。
普及社数は、前年より 44 社増でしたが、前年度は退会社 3 割
減の目標で取り組み結果として、退会社数が 61 社減で、前年
比 21.6％減でしたが、2120 社達成した最大の要因でした。
　普及活動は、現在の班活動を進化させながら、退会防止とし
て、現在の会員様に目を向ける必要がある、「役職者の心得」
の第一条の「セミナー参加者に喜んで頂けるお世話役に徹しま
す」と毎週唱和してるのに、私はやり足らなかったと反省しま
した。平成 30 年度も退会社 3 割減に取り組み、倫理法人会に
入会して良かったと喜ばれるように、全役員の皆様と力を合わ
せていきましょう。本年度も宜しくお願い致します。

普及拡大委員長　田　窪　哲　司

　経営者モーニングセミナーの運営に関ってこられた単会役員
の皆様、年間を通して、MS 活性化にご尽力くださり、ありが
とうございます。
　単会モーニングセミナー委員長、モーニングセミナー委員に
おかれましては、MS 活性化の中心者として奮闘されましたこ
とを心より感謝しております。さて、熊本県倫理法人会では、
経営者モーニングセミナーを『純粋倫理の学習と実践の場』に
ふさわしい、凛とした会場づくりを目指して活動をしてきまし
た。その中でも、前年度半ばより始めた、毎月の MS 指導員研
修は MS 活性化につながる活動となっていきます。前年度の経
験を活かして、着実なMS活性化を進めてまいります。

モーニングセミナー委員長　小　林　宗　義

　前年度は大きな目標を２つ立てました。１つ目は朝礼指導員
の養成です‼各単会、Ａ級指導員１名、Ｂ級２名、Ｃ級３名以上
の目標に対し全体でＡ級 12 名、Ｂ級 15 名、Ｃ級 67 名の指導員
が誕生しました。これにより本年度は各単会で会員企業の皆様
に活力朝礼の指導がスムーズに行う事が出来ると思います。
　２つ目は活力朝礼発表会です‼県下 19 単会を３つのブロッ
クに分けて行いました。Ａブロック（東部・北部）、Ｂブロック（中
部・西部）、Ｃブロック（南部）で各単会より１チーム出場して
もらい、普段の自社の朝礼の発表の場としてもらい、応援者を
含めて全体で 300 名を超える参加でした。反省としまして各
ブロック共出場チームの企業が少なかった。今年度は、指導員
も多く誕生しましたので、参加企業が多くなる事を期待して居
ります。感謝。

朝礼委員長　吉　見　元　親

　平成 29 年度、山本　県会長の熱い思いは「普及拡大」の礎
をなす「人づくり」・「組織創り」でありました。
　もとよりそれは法人局の活動方針を踏襲するものであり、具
体的には「役職者研修」・「会員の純粋倫理体得学習」及び「新
入会員オリエンテーション」の立案実施。唯、今一つ県全体と
して盛り上がりに蔭有り、次年度に宿題。富士教育センター「経
営者倫理セミナー」は 59 名の参加。県会長の思い有終の美。
単会「倫理経営講演会」は未入会参加企業 332 社で次年度に
明るいテーマを残しました。「学習」の意欲に満ちた複数の単
会有り。嬉しい希望を戴きました。  

研修委員長　平　野　公　夫

　１年間大変お世話になりました。おかげさまで女性委員会活
動を大盛況で執り行う事が出来ました。全ての方々に心より感
謝申し上げます。15 回の地区イベント、最大の熊本地震復興
支援サミットと私たちにとって最高の経験と思い出になりまし
た。新人の委員長で母親的存在の単会委員長のみなさまから、
本当に育てていただき、私も成長が出来ました。ありがとうご
ざいます。最後の女性委員会は人吉へ旅行に出かけました。寝
食を共にコミュニケーションを深く取ることが出来、Ｈ30 年度
は更なる躍進をと確信しています。どうぞ今後共よろしくお願
い致します。

女性委員長　井　手　志　保

　まず、青年委員会の活動計画を無事におえることができ、委
員長の皆様、関係各位の皆様に感謝申し上げます。平成 29 年
度の青年委員会は清掃活動１回・リーダー育成研修会３回・青
年委員長育成塾１回・女性委員会への行事協力１回と計６回の
行事を行いました。通常の会議の運営も毎回 10 名以上の委員
長が参加し、事業の内容も検討することができました。
　次年度も今年の反省も踏まえさらなる飛躍の一年になればと
思っています。

青年委員長　山　田　朝　日

　倫理法人会の新年度は９月スタートです。昨年、山本会長より
新年度のテーマの１つである『組織創り』で広報委員会を新たに
創り上げて貰いたいとの要請があり、委員長の役を頂いたものの、
不安ばかりが募る最初の４ヶ月でした。しかし、単会各広報委員
の皆さんが、毎月の活動の中でアイデアを出し合い、号を重ねる
ごとに次第に形が出来て来ました。会員の皆様に読んで活用して
頂ける会報の誌面作り、又ホームページでの情報発信に今後も邁
進して参りますので、皆様方のご協力をお願いします。

広報委員長　髙　田　照　三

　7月15日に執り行いました「八代市倫理法人会設立30周年記念式典・祝賀会」
には、多数の会員様にご参加いただきまして誠にありがとうございました。
　式典では、藤永会長の挨拶に始まり、設立から 30年間の経過報告、来賓の方々
からのご祝辞、歴代会長への感謝状贈呈などがあり、その後記念講演と祝賀会
を行いました。祝賀会では獅子舞やジャズバンドの演奏などあり大変盛り上が
りました。実行委員長という役をいただき準備を進める中で、改めて 30 年と
いう歴史の重みと、歴代会長・役員の皆様の御苦労、そして八代市倫理法人会
の素晴らしさを確認できました。色々と大変でしたが、いい経験ができたなと
思います。これからも八代市倫理法人会をよろしくお願いします。

八代市倫理法人会
設立 30周年記念式典・祝賀会

設立 30周年実行委員長
　　　　　　　専任幹事  山﨑　英和
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　2017 年 5 月 23 日～5 月 24 日に掛けて熊本市倫理法人
会モーニングセミナーの更なるレベルアップを目的として
福岡市中央倫理法人会さんへ役員十数名にて視察・研修へ
と行ってまいりました。
　この福岡市中央倫理法人会さん。何と参加人数が常に
100 名前後とかなりの参加者を誇る九州はもちろん全国で
も有数のモーニングセミナーを開催する素晴らしい単会で
す。当会のさらなる飛躍に繋がるヒントがあるはず！と前
日より意気揚々と熊本を出発しました。
　前日は、翌朝のモーニングセミナーで何が得られるかと
想像を大きく膨らませながら、私達の現状の良い所・悪い
所などを皆で話し合い興奮も冷めやらぬ内に翌朝の集合時
間 4：30 に間に合うようにと会場であるＫＫＲホテル博多
にてそそくさと就寝につきましたが翌日の期待で中々寝付
けませんでした。
　翌朝会場前に集合すると早朝 4：30 にもかかわらず福岡
市中央倫理法人会の國府会長をはじめ沢山の方々が温かく
お迎えくださり流石に違うな！と開始前からとても感心し
てしまいました。
　会場がホテルそしてかなり広い会場ということも有りか
なりの準備があるようでしたが、その一つ一つがとても工
夫を凝らしたもので（写真参照）またもや感心！

　受付のネームプレートの飾り方、会場内の書籍の見せ方
など細かい部分はもちろん会員さんのメッセージを添えた
お写真の掲示などこれは見習いたい！と思う事が満載で、
まだ始まってもいないのにわくわくしてきます。
　ひとしきり会場を見渡していると直ぐに役員朝礼～モー
ニングセミナーのリハーサルが始まりました。役員朝礼の
リハーサルがある事自体が驚きだったのですがリハーサル
が始まるとその凛とした空気そして福岡県倫理法人会の柳
モーニングセミナー副委員長による厳しいチェックがとて
も印象に残りました。
　それは、指摘する点や改善点をリハーサル後ではなく直
ぐにその場で発言し改善するといった事でまさに倫理「即
行」の実践！みるみるうちに改善されて行く様を目の当た
りにしすごいな！と心から感銘を受けました。

※ここにも役員が綺麗に並ぶよう糸をラインとして引くな
ど細かな工夫が見られます（写真）
　そしていよいよモーニングセミナーが開始されました。
駐車場からの丁寧なお出迎え、また出迎える方の笑顔と来
る方の笑顔。その雰囲気だけでも活気のある良いセミナー
が始まるぞという雰囲気が満ち明るい雰囲気に初めてモー
ニングセミナーに参加したときの様なワクワク感を感じて
いると開始と同時にまた驚きがありました。
　会場には溢れんばかりの人が集まり万人幸福の栞を倫読
するのですが１人１人や少人数の方たちが続けて読むので
はなく 20 人や 30 人（もっとかも知れません）の人達が一緒
に倫読をするのです。その様はまさに圧巻でこれが福岡市
中央倫理法人会のモーニングセミナーか！と驚きました。
また、その日は東京都倫理法人会の棚橋副会長のとても素
晴らしい講話を拝聴する事ができとても良い体験となりま
した。
　モーニングセミナー後も直ぐに反省会が行われ矢継ぎ早
にホテルにて朝食を取りながらの懇親会がスタート。
　この朝食でも講師を囲んで和やかな雰囲気の中、気持ち
のよい司会進行にて講師からの感想や初めて来場された方
のご挨拶、また何名かの方が本日の感想や近況などをお話
されました。私達熊本市倫理法人会からも河崎会長を始め
数名感想などお話させて頂きとても和やかな雰囲気の中素
晴らしいおもてなしをして頂きました。
　当日は皆仕事の関係などもあり直ぐに熊本へと帰路を急
ぎましたが、帰りのバスでは皆今朝の話でもちきりとなり
かなりのモチベーションアップ、そして課題を見つける事
ができたのだと直ぐに実感しました。
　その後、熊本市倫理法人会ではこの研修の成果を活かし
様々な取り組みを進めています。
　今回の研修に参加して、様々な工夫などもありましたが
やはりモーニングセミナーの本質的な部分を来場して頂い
た方々にいかに伝えていくか、感じて頂くか、そしてここ
で何かを得て帰って頂くための環境を作ることが出来るか
が重要なのではないかと思いました。
　そして、それを実践するための沢山の努力が良い結果に
繋がるという事を今回拝見できたのが何よりの成果だった
と思います。
　また、福岡市中央倫理法人会の皆様の最高のおもてなし
に今後共より良いモーニングセミナー作りに邁進して行こ
うと感じる事ができたとても良い研修となりました。
　最後に多人数でお伺いしたにもかかわらず、沢山の素晴
らしいおもてなしを頂きました福岡市中央倫理法人会の皆
様にあらためて多大なる感謝を致します。
誠にありがとうございました。

　　　　熊本市倫理法人会　広報委員長　宮川　伸吾

福岡市中央倫理法人会モーニングセミナー体験レポート

　お手本のような単会だというのが率直な感想です。
　マニュアルの遵守に掛けては目を見張るものがありまし
た。
　それを実現している根底にあるもの、それは「準備」に
尽きると感じました。準備といっても、朝集合して開始ま
での準備だけを意味するのではなく、当日を迎えるまでの

心の準備、道具の準備、運営上の工夫など全てに対してし
っかりとしたものを感じました。
　この視察後、すぐにおもてなしという視点から改善の意
見が出て改善した部分もあり、熊本市倫理法人会は役員一
同力を合わせ、知恵を出し合い、これからどんどん良い方
向へ変わりますので、皆様どうぞご期待くださいませ。

熊本市倫理法人会　モーニングセミナー委員長　松岡　和孝福岡市中央倫理法人会視察談




