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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（前田）までご連絡下さい。

 広告スペースのご案内 

お寄せいただいた写真は、熊本県倫理法人会ホームページと会報誌
「倫理くまもと（9月号）」紙面でご紹介させていただきます。

♫ がまだす会員紹介ページ　　
　　　公開しました ♫

県内各方面で活躍しておられる がまだす（熊本弁で「頑張
っている」）会員をご紹介するページ “倫友” を作成しま
した。入会間もない方から、学び続けられている先輩倫友
まで、５月31日時点で 50社、７月までに 100 社掲載を目
指しています。今後のビジョンや、転機となる学びや感想
などをお聞きしました。ほっこりするエピソードや力強い
メッセージもあります、ぜひ、ご覧ください。
　　　　　　　　　　　広報委員会 スマートフォンは

　　こちらから↓

● 宇城倫理法人会 ●
宇城市環境保全隊
宇城市松橋町久具1722

小　篠　武　明

     

     
 
     

● 八代市倫理法人会 ●
西建㈱
八代市古閑浜町3183-2

損保ジャパン
　　パートナーズ㈱
八代市萩原町2-1-20

平松建設㈱
八代市平山新町2593番地の1

西　田　幸　広
     

木　庭　啓　晋

     

平　松　治　幸

● 八代北倫理法人会 ●
スーパーフード協同組合
宇城市松橋町豊崎2093-1

（同）GOLD corporation
熊本市東区健軍4丁目7-39

松　永　　　茂
     

田　島　ヒロミ
     

● 八代中央倫理法人会 ●
㈲河野プロパン瓦斯
八代市築添町1597-1

八代園芸加工㈱
八代市郡築十一番町126-1

㈲親和タクシー
八代市千反町2-17-5

河　野　文　博
     

財　津　正　美
     

一　川　賢　一
     

● 人吉市倫理法人会 ●
菊竹歯科
人吉市田町10番地

熊本警備塾
人吉市鬼木町1595番地

菊　竹　茂　人
     

平　迫　裕　治

● 水俣芦北倫理法人会 ●
まなべクリニック
水俣市古賀町2丁目5番36号

㈱川尻型枠工業
　　　資材センター
葦北郡芦北町豊岡長傳寺779-1

あとりえ  ぴえーる
葦北郡津奈木町岩城57-2

眞　鍋　一　孝
     

川　尻　貴　文   
     

森　山　倫　子  

８月11日（水）　阿蘇倫理法人会
　　　　　　　　10周年記念式典

８月19日（木）　光の森倫理法人会（仮称）
　　　　　　　　設立式典

８月27日（金）　熊本市中央倫理法人会
　　　　　　　　20周年記念式典

８月28日（土）　八代中央倫理法人会
　　　　　　　　10周年記念式典

県内単会記念式典 及 
設立式典のご案内

場所等詳細は県倫理法人会事務局まで
お問い合わせ下さい。

宇土市倫理法人会

●令和３年度 倫理経営講演会報告
●頑張る企業紹介　●第二期後継者倫理塾 ご案内
●2021 年７月度モーニングセミナー予定表（別紙）

倫友通信－ひのくに No.352
倫理 くまもと 2021年７月

肉体は精神の象徴、
　病気は生活の赤信号
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会報「倫理くまもと」
バックナンバーは
こちらから

復元された熊本城天守閣
撮影：松田 純也（熊本東・広報）

信じられた結果が目標達成出来た１番の要因だった
のではないかと思います。この100社という通過点
は、「人の喜びが我が喜び」といった倫理経営を広め
ていく事でさらなるステージへ進んでいくものだと
確信しています。
　最後になりましたが、本当に最初からずっと私た
ちが知らない所でも、多くの方々が宇土市準倫理法
人会の為に、ずっと支えて動いてくださったのだと
思います。本当に有難う御座いました。
　皆様の心が結集してできたこの宇土市倫理法人会
を、さらによりよい単会にしていくことをお約束し
感謝の挨拶に代えさせて頂きます。

　皆さん、祝110社達成しました‼
　約２年前、新たな単位法人会が開設
し、宇土市に小さな燈が灯りました。

　暖かく背中を押してくれる心地の良い、そよ風の
ような皆様の支援のおかげで一歩一歩前に進んで来
られました。
　そして、その暖かな風は心の高まりと共により強
く吹き、多くの方々を巻き込み100社という目標を
通過しました。「信ずれば成り」の言葉の通り、県の
役員の方々を、単会の仲間を、全国の倫友を心から

宇土市倫理法人会  会長　河副  日出海

地域に活力と繁栄を願い

疾病信号

誕 生 110社‼宇土市倫理法人会地域に活力と繁栄を願い



２

八代中央倫理法人会 倫理経営講演会 報告

　引き続き法人局 田畑  章 法人スーパーバイザ
ーの聞き手を最後まで飽きさせない話にストー
リーがあり自分の波乱万丈の人生から倫理との
出会いで気づき実践して良くても悪くてもまだ
まだ夢をあきらめず突き進む姿と迫力を感じた
ご講話でした。

　ご講演頂きましたお二人には心より感謝申し
上げます。今回の大テーマは「経営力を磨く」で
したが田畑  章法人スーパーバイザーは「経営力
を磨くは人間力を磨く」であると表現され、池畠
泰光法人レクチャラーは「最後は人柄で決まる」
とこれからの経営にとって人間の心、人の魂が
いかに大切か日々人間の幸福の筋道に沿って実
践している会員にとって意義ある講演でした。
　最後にこの講演会の影の立役者松永 隆信実行
委員長を始め、実行役員の皆様と講師の方々の
写真を添えて報告を終わります。
　　＜八代中央倫理法人会　広報委員　林田 正充＞

　八代中央倫理法人会（齋藤  正会長）は令和３年
４月22日（木）18時30分、当会が毎年お世話にな
っています八代ホワイトパレスにて「令和３年度
倫理経営講演会」を開催。自単会会員をはじめ県
内外の会員の皆様、一般経営者未会員の方々、
今年はコロナ禍の為、通常100名強収容できる
会場で動員数を50名にして万全なコロナ感染防
止対策を講じて開催し、50名を超える60名の参
加者があり盛会に終了いたしました。

　18時30分ベルの合図とともに多武幹事司会進
行のもと齋藤会長の挨拶の後、タイトル「経営力
を磨く」に対してまずお一人目の事業体験報告で
は鹿児島県倫理法人会 池畠 泰光会長の「（反始慎
終）最後は人柄で決まる。」というテーマでご講話
をいただきました。

熊本市中央倫理法人会 倫理経営講演会 報告

　コロナ禍での開催であったが、55社92名が出
席。未会員も22名参加した。単会の団結力を発
揮して無事終えることができた。

　令和３年４月22日、熊本県民交流館パレアに
て当会２年ぶりとなる倫理経営講演会が開催さ
れた。テーマは「経営力を磨く」。
　講師は栃木県より招いた最上 勝弘法人アドバ
イザーが務めた。倫理の学び方から経営者に必
要となる知識など、経験談を交えた内容で、若
い経営者から「勉強になりました!」という声も
聞かれた。また、宮崎県の長友 尚志法人レクチ
ャラーより事業体験報告があった。大病や資金
難など試練を乗り越えたご自身の人生を赤裸々
に語って頂き、倫理指導や実践の大切さを改め
て知ることができた。
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新入会員のご紹介（敬称略） 令和３年５月31日現在

● 山鹿市倫理法人会 ●
㈲山鹿健康社
山鹿市鍋田1507-1

㈱アースデザイン
山鹿市久原3113-1

田　中　　　淳
     

中　島　英　司
     

     
 
     ● 玉名倫理法人会 ●

㈱玉名旅行センター
玉名市岩崎1011-7

前　淵　修　一
     
 
     

● 荒尾市倫理法人会 ●
㈱福祉サービスサカタ
福岡県大牟田市臼井新町
　　　　　　　1丁目28-1

坂　田　敏　広

● 宇土市倫理法人会 ●
㈱エイジス
八代市田中西町18-2

㈲山迫建築企画設計事務所
宇城市松橋町久具463-2

㈲宇城木材産業
宇城市松橋町両仲間1489-1

一般財団法人  釈光財団
宇土市松山町2490

牧本技建工業㈱
宇土市住吉町2029

㈱ＮＴＦ
宇土市松山町4541

㈱スタイルトップ
宇土市新小路町68

㈲前田電気工事店
宇城市三角町三角浦295-5

㈱村上工業
宇城市三角町戸馳2477

大海建設㈱
熊本市南区城南町藤山3297-8

㈱双葉工務店
熊本市南区八幡8丁目3-9

㈱天昇興業
宇土市三拾町286-101

㈲山中興業
上益城郡山都町長田78-1

下松仏壇店
熊本市南区富合町田尻295

㈱光サプライズ
宇城市松橋町浦川内235-1

㈲浦本緑化工業
宇土市長浜町712

㈱ニシスイ
下益城郡美里町佐俣463-1

㈱塘添板金
宇土市走潟町91番地

㈲小林工業所
宇城市松橋町内田344-3

近藤歯科  矯正歯科
宇土市善道寺町綾織95
 宇土シティーモール外部A棟

㈱三善建設
熊本市南区野田2丁目7番10号

うと イタリア食堂  まぁーる
宇土市新町3-41  片岡ビル1F

㈱草津工務店
宇土市入地町151-3

㈱園田商事
上天草市大矢野町中4567-1

宝友
宇土市南段原町193-2

アイオーティ㈱
熊本市東区画図町重富858

川　﨑　隆　男
     

山　迫　　　薫
     

森　　　貞　二

     
水　野　秀　昭
     

牧　本　　　均     
     

福　田　政　博
     

吉　田　龍　生
     

前　田　　　剛     
     

村　上　強　人
     

松　田　多　聞
     

岩　隈　一　幸
     

坂　木　昇　平
     

本　田　博　俊
     

梅　井　美紀子
     

緒　方　一　也
     

浦　本　哲　矢
     

上　原　勇　作
     

塘　添　由　高
     

小　林　和　弘
     

近　藤　俊　輔

     

浦　口　知　治
     

村　田　大　祐
     

草　津　修　一
     

園　田　崇　尋
     

末　野　博　子
     

松　田　嘉　孝     
     

● 熊本北倫理法人会 ●
ミルクール
菊池郡大津町大津1195-3

㈲アベ美装
熊本市中央区坪井6丁目21-16

社会福祉法人ひまわり福祉会
合志市御代志1342

シエマコンサルタント㈱
　　　　　  熊本支店
熊本市東区東野4丁目8番3号
　　グランシティ東野105号

ｉGRIT㈱
熊本市中央区新市街2-8

NONコーポレーション㈱
菊池郡大津町陣内2038番地14

竹田　尚子
熊本市北区清水新地2丁目15-1

医療法人  伊東会
熊本市中央区子飼本町4-14

㈱結企画
熊本市中央区新町4丁目3-52

備健
福岡市南区和田2-16-8

㈲熊本光洋
上益城郡御船町滝川1343-4

ASCフロンティア
熊本市南区城南町阿高746-1

興　梠　千　鶴
     

大　塚　智　実     
     

山　本　今朝一
     

上　田　彩　実

     

吉　田　玄　明
     

吉　坂　　　治     
     

竹　田　尚　子
     

伊　東　隆　利
     

戦　　　韋　岑     
     

尾　辻　　　寛
     

里　山　　　清
     

岩　本　裕　子
     

● 水前寺倫理法人会 ●
熊本安全警備保障
熊本市東区江津2丁目28番31号
　　レジデンスETOH 302

後　藤　英　樹

● 熊本市倫理法人会 ●
CAMP&CAFE ROUTE61
熊本市西区河内町野出47番地1

三和シャッター工業㈱
中九州ブロック熊本統括営業所
熊本市東区小山3丁目2番48号

福　島　雄　介
     

野見山　賢　一
     

     

● 菊池合志倫理法人会 ●
みやがわ動物病院
菊池市木柑子1480-9

宮　川　将　一

● 玉名南倫理法人会 ●
㈱浜興
玉名郡長洲町長洲836番地15

濵　邉　慎　嗣

     

     
 
     

● 熊本東倫理法人会 ●
㈱テラシステム
菊池郡大津町岩坂3301

㈱マイスティア
上益城郡益城町田原2081-17

コウワプラン
菊池郡菊陽町津久礼3725-3
　　　　ピア武蔵ケ丘102

五友エコワークス㈱
福岡県飯塚市勢田2408-3

寺　本　裕　吾
     

工　藤　正　也
     

緒　方　裕　介

     

勝　木　和　美

     

     
  

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
でんきのサントップ  城南店
熊本市南区城南町出水949-1

ボデーショップ  芹川
菊池市旭志尾足368

越智電気商会
サンエコライフ  南関店
玉名郡南関町関町1279-1

サクラ・ワーク㈱
東京都江東区有明3丁目7-11
　　  有明パークビル20階

㈱泰星会
阿蘇郡南阿蘇村一関1850-1

メイカーズ㈱
熊本市北区弓削4丁目8-47

㈲井芹工務店
熊本市東区小山5丁目30-7

Cafe  海音
合志市須屋2080-7

牧　野　啓　昭     
     

芹　川　慎　一
     

越　智　康　弘

     

桜　川　茜依子

     

篠　﨑　泰　子
     

川　口　純　範
     

井　芹　勝　則
     

池　田　真　美

● 熊本市中央倫理法人会 ●
いさかり歯科口腔クリニック
合志市豊岡2505-9

TAKASUGI㈱
熊本市南区流通団地
　　　　　1丁目42番1号

飯　盛　美　豊
     

平　島　孝　典
     

     

● 熊本市西倫理法人会 ●
レストラン アンド バー  ピース
熊本市中央区下通1-2-4
　　　あいたいビル1階奥

西　野　文　人
     

     

● 熊本市南倫理法人会 ●
志塾
熊本市中央区本荘3-8-1
　　本荘沼野アパート103

代　田　朋　之
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　今期も青年委員会では地球倫理推進活動の
一つとして、令和３年４月25日（日）、県央地
区クリーンアップキャンペーンを江津湖の広
木公園で開催いたしました。
　早朝から会員企業の皆様69名のご参加をい
ただき、笑顔と共に気持ちのいい汗をかきま
した。ご参加頂いた皆様、暑い中ご苦労様で
した。日曜日の貴重なお時間にありがとうご
ざいました。

県央地区ボランティア清掃活動青年委員
会

第 1回光の森ランチ会（プチセミナー）
令和 3年 5月 7日（金）11：30～13：00

　その後、美味しいお弁当をいただき、親睦を
深め、石原光の森実行委員長にもご挨拶いただ
き、早速、翌日の光の森モーニングセミナーに、
未会員様１社１名ご参加いただく事が出来、入
会の運びに繋ぐ事が出来ました。

　今回は、光の森倫理法人会設立に向けて、一
人でも多くの女性未会員を入会に繋げたいとの
思いから、女性委員会主催にて光の森ランチ会
（プチセミナー）を、中央区黒髪の「野の花（白川
自然庵内）」にて、徹底した感染防止対策のもと、
18名参加のうち、６名未会員様にご参加いただ
き、盛会のうちに開催することが出来ました。

　プチセミナーでは、池澤 千恵子氏（医療法人
いけざわこどもクリニック看護師長）にご講話い
ただき、職場の教養を16年使って病院が発展し
たお礼に、富士研修に行かれ恩の遡源のテーマ
で倫理指導を受け、幼い頃生き別れた父親に対
する思い、考え方が大きく変わり、「最も大切な、
わが命の根本は、両親である。」事に気づかれ、
病院のスタッフの家族までも思う事が出来るよ
うになられた事を、涙ながらにお話いただき、
女性委員長はじめ未会員の皆様も感動されてい
ました。

女性委員
会

熊本県倫理法人会　女性委員長　土穴  由美子

熊本県倫理法人会女性委員会主催
　　　　　　　　　（県南地区担当）
第５回オンラインナイトセミナー
　令和３年７月16日（金）19時～20時開催
　テーマ 「私の選んだ万人幸福の栞 第○条」

　今回は、女性委員長として頑張っておられ、
昨年の県南豪雨を経験された人吉市 地下奈々
女性委員長、八代市 小林 緑女性委員長、八代
中央 荒川裕子女性委員長、八代北 松田浩子女
性委員長、４名の女性委員長にお話しいただ
きます。
　万人幸福の栞第○条をどう捉え、日常生活
や仕事にどう活かされているのか？
　それぞれの講話を聴いて、一人でも多くの
皆様へ元気や感動をお届けしたいと思います
ので、沢山のご参加をお待ちしております。

熊本県倫理法人会　青年委員長　市原  功一朗
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後継者倫理塾
岐路に立った時、自ら判断し
行動できる羅針盤を心に据える。
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コロナに負けんばい !! 笑顔でがまだす企業を紹介。コロナに負けんばい !!  笑顔でがまだす企業を紹介。コロナに負けんばい !!  笑顔でがまだす企業を紹介。

講話をさせていただく機会もいただき、そこ
での素晴らしい出逢いと多くの反響をいただ
き講話者の私自身が相手の感想で涙する場面
も有りました。
　倫理は実践道場です。行動した分、自身に
返ってきます。倫理と出会わなければ、会社
も今の自分自身も有りません。学ぶ以前は『会
社は儲ける為に有る』、と考えて間違った方向
へ突き進んでいました。倫理を学ぶ中で会社
は『人を幸せにする為に有る』と考えられる様
になり、お陰様で会社は順調に成長しており
ます。これからも
倫理で学びなが
ら、人生を楽しみ、
また、新しい事業
展開も起こしてい
こうと思っていま
す。

　令和元年７月に便利屋一
心を創業。ハウスクリーニ
ングをメインとし、庭の除
草・お手入れやゴミ処理な
ど生活する上で生じる様々
な問題に対し、『困っている

人の力になりたい!』という信念のもと、軽い
フットワークと確かな技術でお応えしていま
す。
　創業して間もない頃、初めて参加させてい
ただいた玉名南倫理法人会モーニングセミナ
ーで人としての『０歩』に立った感覚を覚え、
自身がまだ一歩も踏み出せていない事を痛感
しました。城戸会長を始め、多くの経営者様
から温かい歓迎を受け、皆様の仲間に加えて
いただきたいとの思いで、その場で入会を決
意。入会後は役をお受けし、これまでに沢山
の学びと『役得』が有りました。様々な単会で

玉名南倫理法人会 便利屋　一心
　　　稲  田  　豊

て良かったことは、経営には様々な試練がや
ってきますが、明朗愛和な心でありがたく応
じることができるようになったことです。あ
れこれ悩むより、モーニングセミナーの講話
者の話に耳を傾けてみてはどうでしょう。き
っと何か心にひっかかるものがあります。　
　今後のビジョンは、ご利用者の方と職員を
幸せにして、半歩でも前進したい。

　医療法人啓愛会は、地域
貢献を理念に掲げ、地域密
着型の医療・介護事業を行
っています。初代理事長が
現在の地に1971年11月１日
に前身となる白梅医院を開

設したのが始まりです。私は平成15年10月に
入社。平成20年５月、二代目理事長に就任、
現在に至ります。
　最初は、倫理法人会の方が、前理事長にモ
ーニングセミナーの講話の依頼に来院。つい
でに私に入会を勧められています。最初は、
お断りしましたが、話を聞いてみると、異業
種の経営者の話が聞けるというので入会しま
した。
　最初のモーニングセミナーで、以前、感銘
を受けた言葉に再び出会い、モーニングセミ
ナー参加を続けることができました。入会し

水俣芦北倫理法人会
医療法人 啓愛会　白梅病院
　理事長　眞鍋　哲郎

根性試しが最初の目的でした。また自分は人
の話をきちんと聞かない性分でしたので、色々
な経営者の素晴らしい話に触れることでとて
も勉強になっています。
　そのほかにも異業種の経営者との交流が楽
しく、人的ネットワークの構築にもとても役
立っております。

　歯科医療全般（一般診療、矯正、インプラン
ト外科、顎関節専門治療、小児咬合誘導）にわ
たり、親切誠実・努力をモットーにスタッフ一
同精進しております。特に顎関節治療の分野
では35年のキャリアで日々診療しております。
　1982年に福岡県立九州歯科大学を卒業し、
数件の歯科医院で修業を積み、1985年10月に
八代郡竜北町にて開業しました。その後、幼
稚園から小学校まで暮らしました南区春竹町
近くの馬渡に移転開業し、地域に貢献できる
よう精進しております。
　入会のきっかけは19年前にスタッフ教育の
話を中央倫理法人会役員から頼まれ、講話者
として参加しました。朝早くから経営者の皆
さんが自己研鑽しておられる姿に感動し、自
ら入会致しました。それから19年の歳月が経
ち、現在も継続しております。
　入会してみたいと思いましたのは、自分の

熊本市中央倫理法人会 かどおか歯科医院
　院長　角岡　秀昭

　倫理の学びを通して、職員やご利用者様が
元気になり、地域にも元気を与えられる会社
になることを目指し、今後も幅広い介護サー
ビスに取り組んでいきます。
　そして、誰もが住み慣れた地域で最後まで
生活できる社会を実現します。
　より良い人生を目指して、共に学びましょ
う!

　平成13年に玉名市におい
て有明圏域では最初に居宅
介護支援事業所として創業
しました。
　以降、訪問介護事業所や
介護施設を開設、現在も地

域のニーズに応える事業を拡大中。
　入会のきっかけは、玉名倫理法人会第四代
会長  有働 博一氏（株式会社有働薬品 代表取
締役）に誘われて、「はい!」と素直に入会しま
した。
　入会後、玉名倫理法人会第八代会長　牛島
勝治氏からお役を任されたことが転機となり
ました。
　倫理法人会が推奨している「活力朝礼」を弊
社に導入したことで、職員が元気に前向きに
なりました。また、多くの皆様（倫友）との良
きご縁を頂きました。

玉名倫理法人会
有限会社 ライフケア
　取締役会長　山中　重子

玉名市中 751-4
TEL 0968-73-8855

熊本県水俣市浜4089-1
TEL 0966-63-7575

熊本市北区
TEL 080-5605-3950

TEL 096-379-6474
http://www.kadooka.com/


