
会員紹介・入会式 H29.8.10 

このたび八代市倫理法人会に 

入会させて頂きました､坂本公紀 

(さかもと きみのり)と申します。 

プルデンシャル生命保険株式会社 

熊本支社に勤務しております。 

生命保険業も 14年目となり、法人様の決算対策や

事業保障対策、また個人のお客様の生命保険、年

金、相続対策など幅広くご相談を頂いております。 

倫理法人会では「自己研鑽」「修業」と思い参

加を続けていく所存です。 

どうぞ宜しくお願い申し上げます。m(_ _)m 

 

ともに学ぶ・普及拡大委員会 

新年度方針を報告いたします。 

普及拡大の【拡】は全役員の力 

を結集して倫理活動の良さを県下 

の企業に伝えること、普及拡充の 

【充】は入会された会員企業の満 

足度がアップするように努めることです。 

役職者の心得にあります「セミナー参加者に喜んで

いただけるお世話役に徹します」をスローガンに普

及活動を推進してまいります。 

どうぞご理解とご協力をお願い致します。 

普及拡大委員長 印口八男 

 

活力！朝礼委員会 

今年度、朝礼委員長務めることになりました。

前年度副委員長を務めた経験を活かし、朝礼指導

や朝礼研修等を通して、会員の企業様と共に学ん

でいき、倫理法人会で推奨している活力朝礼を多

くの企業様に導入して頂けるよう、 

委員会一同で頑張っていきたいと 

考えています。一年間よろしく 

お願いいたします。 

朝礼委員長 川﨑祐一朗 

日々好日・広報委員会  

会報「日々好日・グッドモーニング」 

を中心に、会員の皆様に倫理の学び 

と楽しさをお伝えします。会員紹介 

の記事をお願いに、皆様のところへ 

お邪魔させて頂きます。 広報委員長 中竹浩介 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 企業名 申込者名 

1 大同生命保険㈱ 有馬丈晶 様 

2 すなっく かんじ 塩﨑純枝 様 

3 ㈱髙野クレーン工業 濱田鈴ら 様 

4 五德創建㈱ 東徳和 様 

5 ㈱長尾建設工業 長尾憲一 様 

6 （医）山田会八代更生病院 宮本憲司朗 様 

7 ＮＰＯ法人マイトリー 松本善孝 様 

8 カットハウス Singles 澤田孝博 様 

9 （宗）本成寺 赤城義晋 様 

10 やつしろおもて㈱ 石本博之 様 

11 ㈱斉藤リサイクルサービス 斉藤明志 様 

12 ㈱隆勢 岩﨑敏治 様 

13 ㈲德澄塗装 德澄八生喜 様 

14 ㈱日創建材 青柳善久 様 

15 Ｃｒａｆｔ-One㈱ 久保寛之 様 

16 トマトウィズドリームカンパニー 宮崎正吾 様 

17 ㈱静波 島本和彦 様 

18 シー･アール・ディ開発㈱ 藤本房光 様 

19 マニュライフ生命保険㈱ 蓮田和也 様 

20 プルデンシャル生命保険㈱熊本支社 坂本公紀 様 

21 ㈱ホーミーズ 森下美佳 様 

22 マニュライフ生命 月と風の会 宮永真之介 様 

23 
㈱ａｉｎａ リハビリディサービス mana 榎田幸助 様 

24 社会保険労務士あきおか事務所 秋岡百合子 様 

25 ㈲堀口陶器本店 堀口幸子 様 

26 木村塗装 木村重春 様 

27 ㈲中﨑潜水工業 中﨑良二 様 

28 内田塗装 内田一樹 様 

29 ㈱トリカイ 鳥飼晃 様 

30 ㈱ミカド 松本一 様 

31 ㈱キョーワ金属 竹邉貫一 様 

32 横場工業㈱日本製紙出張所 矢田哲也 様 

33 ㈱ウッドランドパス 荒木周子 様 

34 福島牧場㈱ 森﨑瑛史 様 

35 ㈲Ｆ・C・Ｃ フレンチカンカン 村上節子 様 

36 ㈲ネクサス ヘアーカベロ 吉田雄一 様 
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会員の皆様には、大変お世話になります。今期は、会長職 3 年目となり、いよいよ、 

私にとりまして最後の 1 年となります。会長として悔いを残さぬよう、皆様のため 

に、最後の一滴の汗を振り絞る思いで、全力投球します。さて、9 月からスタート 

する平成 30 年度の運動方針は、大きく 3 つございます。 

まず、第 1 は、モーニングセミナーの更なる充実を目指し、皆様のご期待に応え 

ます。著名講師を招き、年二回（11 月・5 月）の 100 名モーニングセミナーを月間連続開催します。 

第 2 は、会員お互いの信頼と絆を深める異業種交流会の定期開催です。新入会員歓迎会、忘年会、花

見会をそれぞれ、9 月、12 月、3 月開催し、会員交流の和を広げます。 

第 3 は、今期、215 名の会員目標を達成するため、ニッコリ(215)作戦を展開し、新しい仲間を増やし、

名実ともに九州 NO.1 の単会を目指します。 

会長職をさせて頂き、人間として多くの気づきと成長を頂きました。最後の年は、皆様へのご恩返しとい

う謙虚な気持ちで、活動に取組ませて頂きます。宜しくお願いします         会長 藤永和広 

万象我師・研修委員会 

昨年に引き続き、今年も研修委員 

長を会長より依頼があり、二つ返事 

で引き受けることになりました。 

基本的には、倫理経営基礎講座と 

ナイトセミナー、それに役員研修、 

月一回行っている法輪禅寺の座禅、等が含まれます。 

他の委員会とも連携して、今年も一年間、よろしく

お願い申し上げます。  研修委員長 浦中 仁 

 

輝く・女性委員会    

女性委員長拝命、3 年目になります。 

自分自身『石の上にも三年』と節目 

の年だと感じています。 

これまでの恒例イベントや、ご縁を 

大切にし、愛言葉は、【これからが楽しみ】♬と思わ

ず言ってしまう様な企画•機会•場所•繋がりを目

指します。また、会員様や地域の女性オーナー様と

共に気づきのきっかけになる会として自身が、楽し

みながらブラッシュアップの 1 年にします。 

委員長 小林 緑 

朝勝つ！モーニングセミナー委員会 

｢皆さん！朝活して元気な１日を過ごしましょう！」 

平成 30 年度のモーニングセミナー委員長を拝命

致しました大石雄一です。一年間どうぞよろしく

お願い致します。モーニングセミナーは経営者の

方やスタッフの方にとても勉強や参考になる講

話が毎週開催されております。私も入会してから

参加しておりますが毎回一つや二つ仕事や家庭

の事でヒントを頂いたり学ばせ 

て頂いております。会員企業様 

の繁栄に繋がるセミナーにして 

行きたいと思いますので、是非 

一度会場にお越し下さい。      

ＭＳ委員長 大石雄一 

100 名モーニングセミナー風景 
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