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会　員　紹　介（敬称略）

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 

ています。私たちはお客様に「感動を与える」ために、高
い価値観を身につけていかなければならないと思ってお
り、その一環として毎日の朝礼で、職場の教養を輪読し、
各担当者が感想を述べることを実践しております。
　ホームページ、パソコン関連でのご相談ございましたら
お気軽にお問合せ下さい。

　この度、熊本県倫理法人会のホームページのリニューア
ルを担当させていただきました株式会社テンジンと申しま
す。モーニングセミナー予定表については、カレンダー方
式での掲載をし、各単会でもスケジュールが確認できるよ
うにしました。まだ、調整部分もありますが、セミナー情
報、お知らせを出来るだけ早く掲載していき、皆様にご利
用頂ければ幸いです。ご意見ご要望ございましたら、お気
軽にご連絡下さい。
　当社は、ホームページの制作・サポートを主事業に、大
手家電グループとタイアップしたパソコンの修理や相談受
付窓口、パソコンスクール事業、オンサイト事業を展開し

新入会員のご紹介（敬称略）

● 山鹿市倫理法人会 ●

９月 30日現在

フォーデイズ㈱
東京都中央区日本橋茅場町1-13-21

社会福祉法人寿会
　　　平小城保育園
山鹿市平山5460

工　藤　留　美
☎090-1519-9069

牛　島　美　澄
☎0968-43-6084 

● 玉名倫理法人会 ●
㈱ホンダエイワン
玉名市築地308-1

㈱アジュール
熊本市中央区菅原町7-5

本　多　好　男
☎0968-74-3331

黒　木　俊　吉
☎096-371-7312  

● 荒尾市倫理法人会 ●
平田梨園
荒尾市野原1000-28

永利公認会計士
　　　税理士事務所
大牟田市曙町1-5

平　田　知　明
☎0968-68-0241

永　利　新　一
☎0944-52-7181   

● 阿蘇倫理法人会 ●
㈱ホンダ中九州
阿蘇市一の宮町宮地4549-1

㈱おがさわら
阿蘇市黒川2323

志　賀　克　欣
☎0967-22-0347 

小笠原　徹　朗
☎0967-34-2000

● 菊池合志倫理法人会 ●
NPO法人 龍門ダム
　山桜の里づくりの会
菊池市隈府947

隈　部　忠　宗
☎0968-25-2983     

● 宇城倫理法人会 ●
医療法人社団  秀誠会　
　  　　　小屋迫医院
上益城郡甲佐町岩下96番地1

小屋迫　　　誠
☎096-234-0165

● 熊本市倫理法人会 ●
㈲村田商事
　いけす料理  とらや
熊本市中央区水前寺2丁目5-28

村　田　祐　一
☎096-383-4137 

● 熊本北倫理法人会 ●
ノバリ㈱
　  熊本第３オフィス
熊本市東区江津3丁目4-12 1階

㈱やまだ商店
熊本市北区植木町滴水91-2

髙　田　義　久
☎096-237-6917  

山　田　雄　久
☎096-273-5100  

● 八代市倫理法人会 ●
㈲ＦＣＣ
　  フレンチカンカン
八代市松江町586-2

㈲ネクサス　
　ヘアー  カベロ
八代市田中町462-1

村　上　節　子
☎0965-33-5225    

吉　田　雄　一
☎0965-31-8911   

● 八代北倫理法人会 ●
髙野生コン㈱
八代市鏡町内田1501番地

髙　野　大　介
☎0965-52-2010 

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
全国勤労者労働組合同盟
東京都墨田区太平1-30-4

太陽生命保険㈱
熊本市東区渡鹿8丁目1-73
　　　　　　　　　103号

フォスターハウス
熊本市東区弓削町854-1

㈲リノテックス
熊本市南区近見4-11-30-203

小　重　千代美
☎090-5282-1312  

上　塚　久　美
☎090-1196-4970
 

山　本　　　浩
☎096-389-8738  

東　家　共　宏
☎096-221-8478  

トマトウィズドリームカンパニートマトウィズドリームカンパニー

社 長
専　務
取締役宮 崎 正 吾 石本博之

〒866-0001
熊本県八代市郡築十二番町1-8
TEL（0965）45－9591
携帯 090－3070－8517 http://8246omote.co.jp

本社  〒869-5165
　熊本県八代市南平和町249-1
　TEL 0965－65－8246
　FAX 0965－65－8282

畳の張替承ります

やつしろおもて株式会社

代表取締役

長尾  憲一
〒869-4704
八代市千丁町古閑出256-5
  TEL 0965－46－1651
  FAX 0965－46－2651

重軽量鉄骨・ステンレス工事の設計・施工
国土交通大臣認定〈Ｍグレード〉鉄骨製作工場

㈱長尾建設工業

〒866-0033 熊本県八代市港町67番地
TEL 0965－32－6696  FAX 0965－35－7543

ラフタークレーン:

オールテレーンクレーン:
クローラークレーン:

80tR 75tR 65tR 50tR 35tR
25tR 16tR 13tR 12tR
220t 130t
120tcc 90tcc 65tcc 55tcc

㈱髙野クレーン工業

www.takanocrane.com

磨かれた技術と、
確かな実績。
安心･安全に
作業いたします。

株式会社テンジン（熊本市南倫理法人会）
熊本市中央区安政町 8-16　村瀬海運ビル３F
TEL　096－328－5868
担当：メディアサポート事業部　上村 慎太郎

●平成30年度 新会長・新役員ごあいさつ
●モーニングセミナー特集
●2017年 11月度モーニングセミナー予定表（別紙）
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倫理 くまもと

　その取り組みとして、退会を１００～１５０社に抑え、
会員数１００社未満の資格割れをしている単会の資格復
帰に優先的に取り組みます。
　また、天草地域に一度消えた倫理法人会を熊本県一丸
となって開設いたします。
　そのためにも、昨年度同様、「人づくり」、「組織づくり」
を推進し各委員会の活性と充実をしていかなければなり
ません。
　復興、そして次世代の未来のためにも、「実行・実践す
ると、必ず成功し、必ず幸せになる法則」倫理が絶対に
必要です。皆さまと共に広めていきましょう。

　新年度がスタートし、２ヶ月が経過いたしました。熊
本県倫理法人会の今年度の活動方針は、倫理研究所法人
局の方針に沿って、３年後（２０２０年）の「ゆるぎな
い７万社確立」にむけて推進していきますので、熊本県
としては、今年度の普及中間目標として２２５０社、年
度目標として２３００社を達成し「日本創生」、倫理を広
める県として、全国でNo.１の県に推進してまいります。

熊本県倫理法人会
会長　山本　　浩

平成 30 年度　活動方針
～天草地区に倫理法人会開設へ～

故郷に活力を!がんばろう熊本。故郷に活力を!がんばろう熊本。故郷に活力を!がんばろう熊本。

交流館  石倉（人吉・球磨地区）
球磨モーニングセミナー会場 ブルートレインたらぎ
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各単会の新会長ご挨拶

　この度、菊池合志倫理法人会の会長を拝
命いただきました、隈部忠宗です。どうぞ
よろしくお願いいたします。
　今年度、菊池合志倫理法人会は、菊池合
志地域の活性化を目標に
１．倫理について学ぶ　天和の里訪問
２．会員の増強　班別編成

　　会員の訪問、交流
３．モーニングセミナーの充実
４．NPO法人 龍門ダム 山桜の里づくりの会
　の支援
を目標に活動をいたします。県下単会及び
会員の皆様のご支援、ご協力をよろしくお
願いいたします。

会　長
隈　部　忠　宗

　熊本市中央倫理法人会の会長を初めて拝
命しました奈須悦雄と申します。経営コン
サルタント（中小企業診断士）を営んでお
ります。
　当倫理法人会は本年12月に800回目のモ
ーニングセミナーを迎えます。私は７代目
の会長となります。先輩方のご尽力によっ
て、営々として学びと実践の場を提供され
たことに深く感謝しつつ、魅力ある倫理法
人会づくりに精進しようと決意をしたとこ

ろであります。
　当会の平成30年度運営方針は「明朗・愛
和・喜働」の実践によって、「活気あふれ
るセミナーの開催と普及目標の達成」とい
たしました。とりわけ、普及については、
役員全員が普及の意義を自覚し明るく取り
組みたいと思っております。
　「やればできる！」を固く信じて。
　皆様方のご指導、ご支援の程よろしくお
願い申し上げます。

会　長
奈　須　悦　雄

　今年度より六代会長を拝命致しました池
田由利子でございます。六年目に二度目の
会長職を仰せつかり、ひしひしと重責を感
じております。前期、永野明寛会長のも
と、託麻倫理法人会設立十周年を百社達成
で無事迎えることができました。多くの皆
様に感謝を申し上げます。
　今期一年限りの会長として、託麻を盛り
上げることが私の使命と考えております。
その為にもモーニングセミナーの活性化に

取り組み、楽しんで御参加いただける仕組
み作りをしてまいります。①MS五百回目の
充実　②第三金曜日を五十名MSに　③百名
MSを成功させること　④毎週心に残る言葉
カードをお渡しすること　などです。
　そして役員が心ひとつとなり、105社達成
に邁進することを今年度の目標として実践
してまいりますので、皆々様の御協力、御
指導を宜しくお願い申し上げ挨拶と致しま
す。

会　長
池　田　由利子

　会員企業の皆様、並びに熊本県の倫友の
皆様、昨年迄は当会の専任幹事として、格
別の御支援と御厚情を賜り深く感謝申し上
げます。
　また、そのような人と人とのご縁、絆が
私を奮い立たせ、幾度となく陥った窮地を
切り抜け、会社も９年目を迎えそして、この
度名誉ある当会の会長拝命となりました。
　私自身、最初は何となく通っていたモー
ニングセミナーが、今では気づきと、未来
を切り開く為の素敵なご縁の連続で、MSに

通う事が何よりの楽しみとなりました。
　私の使命は、そうした体験を一人でも多
くの会員企業の皆様に体感していただき、
倫理の奥深い実践を会社や御家庭で役立て
いただき、真の幸福を実感していただく事
にあります。今年一年、全力で邁進してい
きますので、今後とも何卒よろしくお願い
申し上げます。
　幹事一同、毎週火曜日６時より、ザ・ニ
ューホテル熊本にて、皆様方のご来場を心
よりお待ち申し上げております。

会　長
大　橋　武　司

　この度、朝礼委員長を拝命しました、松本眞二
です。玉名倫理法人会の所属です。
　今年度、朝礼委員会は「普及に繋がる委員会活
動」を指針として、委員会としての普及で三社入
会を目標としています。委員会事業として、朝礼
発表会を６月に三地区で行い、各単会より１チー
ム以上の参加をお願いします。そして未会員事業
者様を招待し、普及に繋がる発表会を行います。
朝礼指導者研修も三地区で行い、まだまだ資格取
得者が足りませんので数多くの上級者育成を行い
ます。単会朝礼研修は単会委員長さんと日程を調

整しながら全単会を訪問し実施します。平成 24
年に作成された活力朝礼パンフレットがあります
が、すでに５年を経ていて内容も古くなりました
ので今年度二千部作ります。
　活力朝礼導入企業を増やします。朝礼実施状況
を再度調査し、単会で５社以上増を目指します。
活力朝礼を実施することで明るく元気なすばらし
い企業になり、退会防止にも繋がるからです。以
上の事を一所懸命取り組んで参りますので、どう
ぞご支援、ご協力をお願い致します。

委員長
松　本　眞　二

菊池合志倫理法人会

熊本市中央倫理法人会

熊本市託麻倫理法人会

熊本市南倫理法人会

朝礼委員会

　9 月 10 日、初めて “法人局” 主導による「役職者研修」
が阿蘇司ビラパークホテルで開催され、例年とほぼ同じ
140 名の役職者が参加されました。
講師は今年度、九州・沖縄方面担当の宮内秀樹副方面長が
務められました。
　研修は研究所の目的･憲章等に続き、2020 年－－ゆるぎ
ない 7 万社体制確立に向けて「堅実な普及活動による確実
な成果」－－“特に中間活動精査”《上半期（２月）の普及》－－
の事業方針・法人局活動方針を力説され、活動重点の諸々
( 詳細割愛 ) の説明。

　そして宮内副方面長の訴えは・・・
　◇「役を知り､役に徹し､役を越えない」
　◇「役職者の心得」５項目
　◇「普及の意義」　４項目　
　　(３つの要項とも詳細について紙面割愛）

※紙面の都合上､簡素な御報告でありますが､各単会におい  
て当日の参加役職者を囲み、｢研修｣内容の共有を図って戴き
たく切に願ってやみません。

平成 30年度
熊本県倫理法人会「役職者研修」　報告

県研修委員長  平野　公夫

　「新入会員オリエンテーション｣と｢会員の純粋倫理の体
得｣は｢役職者研修｣と併せて何れも法人局の「活動方針書」
に謳ってあるもので、今更目新しいことではありません。
　熊本県倫理法人会では活動計画の決定機関である “企画
会” において前者を期首の９月 ( 予備 10 月 ) と期末時､普
及達成後の８月の２回、地区別での計画が決定され、期首
の計画分は本広報誌発行までに完了。
　後者については各単会毎での実施が企画会で決定してお
り､10 月 7 日に熊本市が、10 月 10 日に水俣芦北倫理法人
会が実施。11月に熊本東倫理法人会が決定しておりますが、
本広報誌発行までに実施計画の単会があるかも解りませ
ん。
　何れの事業も課題として残るのは “お伝えしたい容量に
比して時間が足らない” ことです。項目を絞るほかに手立

てを見つけ得ません。複数回に分けると理解を深めて戴け
ますが単会や会員様に負担が掛かり､さてさて思案投げ首で
あります。
　因みに一番大事と思われる｢役職者研修｣は不思議にも計
画の萌し未だ無しです。

平成 30年度　熊本県倫理法人会
　　　　　　　「新入会員オリエンテーション」　
　　　　　　　「会員の純粋倫理の体得」　実施の報告と課題

県研修委員長  平野　公夫

７

　熊本地震復興支援サミットでは多大なお力添
えをありがとうございました。おかげさまで皆
様のお心遣いを無事に、９月７日、熊本市大西

市長へ熊本城復興支援金としてお届けする事が出来ました。
　この感謝の気持ちを忘れる事なく、熊本の復興に少しでもお
役に立てるよう、女性委員会一同、倫理法人会の学びを大切に
していきたいと思います。30年度もよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　女性委員長  井手　志保

女性委員会

研修委員会

全　体 副方面長 発　表



会場の外でも笑顔のお迎え　　

九州沖縄方面トップクラスの
　　　　　モーニングセミナー

笑顔で受付

緊張感溢れる役員朝礼会場の外でも笑顔のお迎え　　

九州沖縄方面トップクラスの
　　　　　モーニングセミナー

笑顔で受付

緊張感溢れる役員朝礼
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　平成 30 年度役員辞令交付式が９月７日、ホテル日航熊
本で開催された。240 名参加。倫理研究所法人局長、内田
文朗氏より県役員、19 単会の役員、法人レクチャラ―の順
に辞令が交付されました。
　挨拶に立った山本浩県会長は、「熊本は震災を受け、一
年が過ぎました。復興そして、次世代の未来のためにも、『実
行・実践すると、必ず成功し、必ず幸せになる法則』倫理
が絶対に必要ですし広めなければなりません。皆様ととも
に自己研鑽として、最大普及実践に取り組みましょう。ま
た、天草地域に熊本県一丸となって一度消えた倫理法人会
を開設する。その実現に向け、今年度の普及目標として
『2300 社』、昨年同様、『人づくり』、『組織づくり』を推進

して行かなければならない」と語った。
　決意発表は川﨑隆男幹事長、県内三地区の吉田秋正県北
東地区長、井手庸文県央地区長、平井郁恵県南地区長の四
名より心新らたに目標の数字を掲げ誓いの言葉を述べまし
た。
　第二部の懇親会は田窪哲司普及拡大委員長の開会の言葉
があり、「昨年の普及目標達成の勢いで今年度もさらなる高
い目標に挑戦して頂きたい」と激励。また、内田文朗法人
局長から「普及率日本一をめざす数値の紹介」があり先ほ
ど辞令を受けた役職者の目に輝きが見えました。その後モ
ーニングセミナー皆勤者の紹介、各単会役員が壇上に立ち
決意の発表がありました。

第３回　八代市倫理法人会　平成 29年 9月 28 日
MSにかける思い

「会員の絆を深め会員の輪を広げる」
参加人数　リハーサル 25名　　役員朝礼 25名
モーニングセミナー 28社 37 名（総数 54社 63 名）
見学会参加人数　県 1名　県北東地区 2名　
　　　　　　　　県央地区４名　県南地区 15名

藤永和広会長

モーニングセミナー見学会

見学会参加者感想
役員の人数の多さに驚いた。役割
分担がしっかりとなされていて、
それぞれの役に徹しておられた。
おもてなしが見事‼
本番さながらのリハーサル

11月は100名モーニングセミナ
ーを開催致します。多くの方々
のご出席を役員一同心よりお待
ちいたしておりますので、是非
会場に足をお運び頂きますよう
よろしくお願い申し上げます。
　
　八代市倫理法人会 
　モーニングセミナー委員長 
　　大石　雄一

平成 30年度  辞令交付式

辞令交付式　会場 会長 決意発表 各単会のヤル気！

３地区長＆副地区長ご挨拶

３

　私たちが所属する倫理法人会は、他の任意団体と異なり、会
の行事、運営に参加すること全てが「学び」です。特に普及は、
実践することで多くの気付きが得られると思います。目標を達
成するために、組織として、個人として如何に行動するかが問
われています。また、今期は田窪普及拡大委員長の下、班活動
による普及が重点的に行われています。これはとりもなおさず、
組織活動を如何に活性化していくかということで、会社経営と
何ら変わりません。
　仕事と違って、普及においては失敗しても、そこで学べば良
いのです。この学びによって個人が成長し、会社経営に活かせ
れば、それで良いと思います。行事に積極的に参加し、普及活
動に邁進することが、自分を変えるチャンスなのです。結果は
どうであれ、行動すればするほど、多くの学びがあるはずです。
やらされるのではなく、全てが学びと思って、積極的に活動し、
悪戦苦闘することを楽しんでもらいたいと思います。来年七月
六日には、全単会の皆さんと、達成できた喜びを分かち合いた
いと思います。よろしくお願いいたします。

地区長
吉　田　秋　正

県北東

　平成29年度 川上とし江 北部地区長のもと、一年間副地区長
を務めさせていただきました。 山鹿市 玉名 荒尾市の三単会で 
距離も近く会合するにも短時間で集まることができ、とても良
い環境でした。それは地区長のリーダーシップのほか何もなか
ったのであります。
　30年度もこのまま続投するものと思っていました。しかし、
地区長は事情により続投はできない事となり、30年度は元の
３単会の地区に戻り吉田秋正地区長のもと、不肖私が副地区長
を仰せ付かることに相成ったのであります。
　吉田地区長を如何なるかたちで副地区長としての役が務まる
か 、ただ全力を尽くすのみであります。

　二年目に入る時役を頂く意義や価値は尊く感謝と知りつつも
不安もありました。川崎幹事長に「全体を俯瞰してみるという
経験ですョ」と背中を押されその立場を頂く事の感謝を思い起
こさせて頂きました。
　倫理の学びと実践によって当医院も揺るぎのない企業へと変
化し続けている事実は正にお役の中での気づきや発見によって
実践が持たらした結果です。これからも明朗愛和喜働に身を置
き山本会長の方針に基づき那須副会長と力を合わせ平成 30 年
度の目標を喜びの中に達成致します。本年度も感謝を深めます。
皆様方のご指導をよろしくお願い致します。

副地区長
井　上　泰　秋

県北東

　今年度より熊本県県央地区副地区長を拝命いたしました、堤
泰之です。倫理入会９年目になります。併せて法人レクチャラ
ーも務めさせていただくことになりました。楽しみです。
　まだまだ勉強中の身ですが、フットワークの軽さがウリです
ので、単会の普及活動、100名 MSの際はお気軽に声をおかけ
ください。
　県央地区の普及拡充の助けになれるよう井手地区長の下で頑
張ってまいりますので皆様よろしくお願いいたします。

副地区長
堤　　　泰　之

県　央

　昨年度に続き県南副地区長を拝命した那須一郎です。 
　昨年中県南はお陰様で 4 つの単会が目標を達成することが出
来ました。これもひとえに会長役員様方のご努力の賜物と感謝
申し上げます。今年度は拡充 3 年目の年、平井地区長の理想と
する「倫理の里づくり」のお手伝いを意識レベルの高まった会
長様方、役員様方と共に気持ちを合わせこれを目指します。ど
うぞ一年間宜しくお願いします。

副地区長
那　須　一　郎

県　南

　私は、倫理法人会の活動を通して社会貢献と企業の永続的繁
栄および社長、社員その家族の幸せを願います。そのために、
県央地区長として県倫理法人会の組織に則り、県会長、幹事長
に心を合わせて、県北東および県南地区長と連携を図って地区
単会とのまとめ役に徹したいと思います。
　本年度は地区単会の組織の在り方にも目を配り、３年後５年
後の県および単会を担うリーダーの発掘にも一役買いたいと思
っています。そして、倫理法人会に入会して良かったと思える
組織を創ることに繋がっていければ幸いです。

地区長
井　手　庸　文

県　央

地区長
平　井　郁　恵

県　南



４

モーニングセミナー特集　実践・見学会モーニングセミナー特集　実践・見学会

５

見学会参加者感想
①準備の良さ②スムーズな流れ③それぞれの役割がしっかりなされている④マニュ
アル通りの時間管理⑤会場展示物の充実等を、本日の MS 見学会参加者が感じた。
そして、玉名倫理法人会のスローガン『日本一行きたい玉名倫理法人会』を実現し
ようとする気概を、運営役員の動きや表情で感じることが出来た。城戸雄生会長が
目標とされる「毎回 50社以上のMS参加」を実現される日は近い！

流れるような受付の秘密とは
カテゴリーに分けられた○を
記入するだけの受付名簿を準
備されていることが大きいが、
受付係全員が参加者の顔を覚
えていることでスムーズで明
るい受付を可能にしている

第 1回　玉名倫理法人会　平成 29年 9月 16 日

モーニングセミナー見学会

　熊本北倫理法人会では、9月の第 2週目から 4週目の 3回、
福岡の倫友を講話者にお招きし「モーニングセミナー・福岡
シリーズ」を開催しました。最終回 9 月 21 日は筑紫倫理法
人会　平石洋介 モーニングセミナー委員長でした。
「モーニングセミナーは生き様の縮図」
　平石幹事は家業である土木工事の現場監督をされており、
現在は益城の震災復興工事のために単身赴任してご尽力され
ています。
　2 年前、お父様に認められたい一心で作業員さんを追い込
むような現場の仕切りをしてしまい、作業員さん
に現場ボイコットをされ苦悩した時期、高校の同
窓会で倫理を学ぶ同級生との出会いがきっかけで
入会されました。入会当初お仕事が忙しく、上手
く現場が回らなかった事もあり、倫理で拝命した
役割を無断放棄。もう退会しようかな…と考えた
時期もあったそうです。
　そんな中ある倫理仲間からの叱咤激励を機に、
自分が楽しむ事と感謝の心が大事ということに気
づき、心新たにモーニングセミナー委員長の役割
に真剣に、そして楽しんで取り組まれます。

　昨年 9 月の筑紫倫理法人会スペシャルモーニングセミナ
ーでは何と！ 200 名以上の参加を達成されています‼その
後も倫理を学ぶことで素晴らしい出会いの連鎖が止まらな
い。有難いご縁に充実した日々。お父様が阪神淡路地震の時
に単身、関西に飛んで復旧復興に尽力されたのと同じ思いで、
今度はご自身が熊本の復興のために日々奮闘されています。
　大きな身体で時折り赤い目になりながら、熱く語られた平
石幹事！大きな学びのある、充実した朝の時間を有難うござ
いました。

熊本北倫理法人会　モーニングセミナー委員長　中島　敬志モーニングセミナー実践報告

　水俣芦北倫理法人会では、毎週水曜日午前 6 時から、モ
ーニングセミナーを開催しています。場所は、水俣市内・
国道３号線沿いのサンライトホテル。２階の大広間に、午
前５時ごろから役員が集まり始め、会場の準備。リハーサ
ルや役員朝礼を行い、会員の来場を待ちます。早く集まっ
た方には、お茶かコーヒーのサービスがあり、6 時から本
番が始まります。
　９月 20 日のセミナーは、法人局の塩川哲郎・法人スー
パーバイザーが「純情（すなお）をめざして」をテーマに、

約 40分講話を行いました。
　塩川氏は、その中で「“素（す）” の中に、自分が高まって
いくヒントがある。妻や親、子供など、家族の前では、自
分の心がそのまま出やすい。」と述べ、自分が家族に対して、
どのような時に怒り、失敗したかという経験を披露。最後に、
「家族を通して、全面的に信頼することを学んだ。」と述べ
ました。
　講演の後は、１階のレストランで参加者と講師の食事会
を行っています。

水俣芦北倫理法人会　モーニングセミナー委員長　本田　泰生モーニングセミナー実践報告

　毎週の経営者モーニングセミナー活性化にご尽力いた
だき、心より感謝申し上げます。
　平成 30 年度法人局活動方針書 10 ページに〈「経営者
モーニングセミナー」は『経営者モーニングセミナーマ
ニュアル』( 平成 30 年度改訂版 ) で示された通りに実施
運営する〉と明記されています。従って、熊本県倫理法
人会は今年度改訂されたマニュアルを徹底的に実践して
いきます。
　しかし、その際に、忘れてはならないことがあると思
います。MS は、マニュアルの徹底化がその目的ではな
いということです。MS の目的とは倫理の普及、そして、
それに続く日本創生だと確信しております。従って、熊
本県倫理法人会は、マニュアルの徹底実践で MS を活性

化させます。MSを活性化させることで拡充へと直結させ、
さらには究極の目的である日本創生へと繋げていきます。
　さらには、この流れ（マニュアル徹底実践→MS 活性
化→拡充→日本創生）を明確化・見える化します。その
為に今年度は各地区に地区責任者を置いております。
　また平成 30 年度 MS スローガンを『皆で目指そう MS
レベルアップ』と定めています。毎月一度、地区ごとに『モ
ーニングセミナー見学会』を実施しながら、各単会の
MS 運営の美点探しを実践しております。熊本県下、全
19 単会でマニュアルを徹底的に実践することで、熊本県
は日本一の MS 開催県となります。その結果において、
熊本県倫理法人会山本浩会長が目標とされる『浸透率日
本一』へと繋がることを夢見ております。
　今後とも、経営者モーニングセミナー活性化へのお力
添えをお願い申し上げ、倫理法人会会員の皆様のご活躍
をお祈り申し上げます。

ご挨拶 県モーニングセミナー委員長
小　林　宗　義 MSにかける思い

「日本一行きたい玉名倫理法人会」
をスローガンとし

「毎回50社以上のMS参加」をめざす

整然と並べられた受付名簿

出席状況をグラフ
化して掲示

凛としたモーニングセミナーでした！

整然と並べられた受付名簿

リハーサル前には受付準備完了
整然と並べられた受付グッズ

ピッタリとそろった役員朝礼
中でも、礼の姿勢の美しさが際立っていた

出席状況をグラフ
化して掲示

凛としたモーニングセミナーでした！

活気あふれるモーニングセミナーでした！

リハーサル前には受付準備完了
整然と並べられた受付グッズ

ピッタリとそろった役員朝礼
中でも、礼の姿勢の美しさが際立っていた

活気あふれるモーニングセミナーでした！

参加人数　リハーサル 14名　　役員朝礼 15名
モーニングセミナー総数 43社 45 名
見学会参加人数　県 1名　県北東地区 2名　
　　　　　　　　県央地区 2名　県南地区 3名

城戸雄生会長

見学会参加者感想
☆リハーサル前に新しい役割の練習を行
いレベルアップが図られていた。又リハ
ーサル前にほぼ準備が完了。受付名簿、
名札等はピッタリと揃えられていた。会
場は机、椅子全てが整然と並べられてい
て、凛とした雰囲気。
☆役員朝礼では、チェックリーダーがワ
ンポイントレッスンという形で礼の動作
を揃えるための工夫をされていた。MS
役職者心得を全員が暗記されていて、動
作はキビキビと活気があふれていた。
☆お出迎え係、受付係の応対が素晴らし
いとの声が多く聞かれた
☆それぞれの役割をテキパキと明るくこ
なされていて、活気あふれるモーニング
セミナーとなっていた。

第２回　熊本市中央倫理法人会　9月 22日㈮
MSにかける思い

「元気あふれるMS」をモットーとし
役員そして参加者共に
喜べるMSをめざす

参加人数　リハーサル 16名　　役員朝礼 16名
モーニングセミナー 28社 35 名（総数 38社 49 名）
見学会参加人数　県 1名　県北東地区 2名　
　　　　　　　　県央地区 3名　県南地区 2名

奈須悦雄会長


