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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（榊）までご連絡下さい。

 広告スペースのご案内 

会　員　企　業　紹　介（敬称略）

熊本南

した。 
　２年たった今、無事建替えの基礎工事が始めること
ができました。 これも職員の皆が悔やまず、前を向き
再建への努力をしてきたからだと思います。
　また園児の学力もぐんぐん伸びてきております。す
べての職員に感謝です。 

　３月から会員となりました滝尾幼稚園の古閑と申し
ます。宜しくお願いします。
　熊本地震後、園舎は傾き、使える部屋も２部屋のみ、
園児達を受入れるのに水は１ヶ月半という期間断水が
あり、片付け、清掃と苦労の連続で、何とかすべての
園児を受入れることができたのは地震から２か月後で

学校法人玉虫学園
認定こども園滝尾幼稚園　古閑　榮実

玉　名

ものが甦ってきます。
　私は今、何か一つでも日本の為になる事をしたいと願
うようになりました。自問自答を繰り返しながら、自分
の未熟さが浮き彫りにされ、人間として、経営者として
本気で自分づくりをしようと決意しています。　わが社
の社員たちも今では朝礼の中で、「私たちの商品は満足
感です」と声高らかに唱和しております。８月には新サ
ービス（車検のコバック）を導入し、店名をロータスホン
ダ A -1 からコバック玉名築地店と改め、皆様に笑顔を
届けられるお店作りに励んでおります。今後ともご指導
ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。

　平成 23 年 10 月いやいや入会し、辞めることを前提
に入会届を出したことが昨日の事の様です。半年間一度
もＭＳに参加することもなく、半年が過ぎようとしてい
た頃、誘われるままＭＳへと参加して、自分にとって大
切なことを気づかされました。
　以来今日まで、病気や先約がある以外で休むことが無
くなりました。玉名倫理法人会の会員数が 60 社で、
100 社を目指していた頃、「日本創生」という言葉が私
の目に飛び込んで来ました。その言葉が私達の活動の後
押しをしてくれて、当時の大城戸会長の下、101 社を皆
で達成した感動が今でも私の心を揺さぶり、そして熱い

玉名倫理法人会　副専任幹事
株式会社プロスパー　本多　好男

熊本東

を11回、二位の『総合食料局長賞』は21回受賞しており、
受賞歴では全国有数の実績を誇っております。
　熊本県内はもとより、東京大阪などの都市圏を中心に、
全国の高級スーパーや百貨店へ出荷。海外にはアメリカ、
シンガポール、中国に輸出しています。
　毎朝の朝礼では『職場の教養』を活用しています。毎
朝の学びを日々のお仕事に生かし、これからも社業が続
いていくように努力していきます。

　創業は 267 年前の 1751 年（宝暦元年）。熊本城の城
下町『新町』にて、『梅屋』の屋号で味噌醤油の製造販
売を始めました。この間、火災、戦争、水害、最近では
地震を乗り越えて今日に至っています。昭和 45 年に味
噌醤油つくりに重要な水を求めて、菊陽町に工場を移転
し現在に至ります。
　267 年培われた醸造技術により、全国味噌鑑評会、全
国醤油品評会では全国一位にあたる『農林水産大臣賞』

山内本店

 合同会社瑞穂恒産
　 阿蘇配送センター
〒869-2221
熊本県阿蘇市役犬原168-1
TEL/FAX 0967-34-0563
E-mail : info@mizuho-kosan.com

阿蘇こしひかり
「火焚き乙女」

地球の未来と
　　　福祉を考える建設業

〒864-0001
荒尾市原万田541番地6
 TEL（0968）62-1495 
 FAX（0968）62-4506

有限会社
　　加来建設

事務局 〒862-0926
熊本市中央区保田窪１丁目8-14
TEL 096－387－8218
FAX 096－284－7371
http://www.higonotakumi.com

肥後の匠
職人連合会

熊本県内で今注目‼荒尾・玉名地区
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●新入会員のご紹介
●2018年９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

　荒尾市には長年日本の近代化産業を支えてきた石炭産業施設の
一つであります万田抗跡がありますが、2016 年 7 月に明治日本
の産業革命遺産として世界遺産に登録されました。
　また、多くの渡り鳥の中継地、越冬地として知られる有明海の
中央部東側に位置し干潟面積が 1,656 ヘクタールの日本全体の干
潟面積の 40％に及ぶ国内有数の干潟が広がっています。
　荒尾干潟が平成 24 年 7 月に国際的に重要な湿地としてラムサ
ール条約湿地に登録をされました。その他にも西日本一のレジャ
ー施設のグリーンランドもあり観光施設がたくさんある街です。
ぜひ一度遊びに来てください。お待ちいたしております。

魅力再発見!「人」「歴史」「自然」、
　　　　　　　　　　頑張ろう熊本。

魅力再発見!「人」「歴史」「自然」、
　　　　　　　　　　頑張ろう熊本。

魅力再発見!「人」「歴史」「自然」、
　　　　　　　　　　頑張ろう熊本。

荒尾市キャラクター「マジャッキー」

世界遺産登録「万田坑跡」（荒尾）世界遺産登録「万田坑跡」（荒尾） 有明海の干潟有明海の干潟

来年NHK大河ドラマ
「いだてん～東京オリムピック噺～」
 玉名出身“金栗 四三”氏が
 主役の１人として話題。
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● 天草倫理法人会 ●
渡辺モータース
上天草市松島町今泉2115-9

㈱礎
天草市南町5番22号

中村 三千人
天草市新和町小宮地1376

藍の村観光㈱
上天草市大矢野町登立910

㈲いわした太鼓堂
天草郡苓北町富岡3626-1

㈲木山陶石鉱業所
天草郡苓北町都呂々1989

㈲草積電機
天草市南新町4-23

ホテルアレグリアガーデンズ天草
天草市本渡町広瀬996

松下会計事務所
天草市諏訪町６番22号
　　グレイスコート本渡1-Ｂ

㈲浜田製作所
天草市新和町小宮地4649番地2

㈱成和開発
天草市宮地岳町3807番地

㈱ダイキ
天草市天草町下田北1746番地2

福岡耕二税理士事務所
天草市東町28番地16

㈲天草産業
天草市志柿町6327-2

㈱イーステージ
東京都世田谷区上祖師谷5-31-12

ライオン堂
天草市東浜町15-5

㈱天草海鮮蔵
天草市五和町鬼池4733-1

田　島　　　章
☎0969-56-1367

舛　本　省　三
☎0969-22-2568

中　村　三千人
☎0969-46-3223

藤　川　正　恒
☎0964-56-5151

岩　下　勝　也
☎0969-35-2777

木　山　勝　彦
☎0969-36-0005

草　積　健　友
☎0969-23-2525 

錦　戸　保　介
☎0969-22-3161

松　下　　　亮
☎0969-23-1093

濵　田　信　哉
☎0969-46-3855

森　　　茂　樹
☎0969-28-0558 

大　塚　輝　雄
☎0969-24-2321

福　岡　耕　二
☎0969-22-2947

江　﨑　貞　利
☎0969-22-3428

石　丸　貴　樹
☎03-6909-0755

下　田　昇一郎
☎0969-22-2501

野　﨑　多喜子
☎0969-52-7707
 

㈲村田商事
いけす料理 とらや 天草本渡店
天草市志柿町6327-8

パナランド ヨシダ
天草市旭町43

㈲銀杏寿し
熊本市中央区白山1丁目6-20

㈱防水キングＪ
天草市五和町城河原3丁目663-8

昭和建設工業㈱
天草市今釜新町3712番地の1

㈱中村建設
天草市五和町御領12200

㈲八州観光開発
上天草市松島町合津4616番地2

大塚  基生
天草市下浦町5300-64

深水建設
上天草市松島町合津1833-1

谷山社会保険労務経営事務所
天草市新和町小宮地763-26

角岡ファーム
天草郡苓北町富岡3061

幸光鮮魚
天草市有明町小島子498-4

㈲松元建設
天草市新和町小宮地534-3

パソコン販売館 天草店
天草市栄町10-25  1F

㈲なかしま荘
上天草市松島町合津6466

㈱アテネ
天草市八幡町3番3号

ソニー生命保険㈱
熊本市中央区辛島町3-20

村　田　勝　貴
☎0969-22-3855

吉　田　敏　一
☎0969-24-0218

山　本　日出夫
☎096-362-9082

松　盛　君　勝
☎0969-34-0290  

佐々木　康　人
☎0969-22-2131

池　﨑　一　彦
☎0969-32-1151 

橋　本　久美子
☎0969-56-1188 

大　塚　基　生
☎0969-22-3968 

深　水　美佐子
☎0969-56-1618

谷　山　　　巖
☎0969-46-1555 

角　岡　智　彦
☎0969-35-1595 

今　福　　　剛
☎0969-52-0585

松　元　幹　夫
☎0969-46-2163 

後　藤　健　文
☎0969-24-8639 

中　島　ミチヨ
☎0969-56-0542 

本　山　　　晋
☎0969-24-2383

山　本　勇　仁
☎096-351-5700 

志みず創彩
天草市船之尾町5-5

㈲苓北真珠
天草郡苓北町坂瀬川744-15

㈱ウエルフェアライフ
上天草市大矢野町登立14135番地6

松田整形外科医院
天草市東町７番12号

耕栄自動車工業㈲
天草市有明町上津浦1523番地

水の平焼
天草市本渡町本戸馬場2004

㈲浦田帆屋
天草市亀場町食場307-2

㈲新和電器
天草市新和町小宮地4566番地

㈱サンエコライフ
合志市須屋364

クラフト・ワン㈱
天草市北原町3-10

直江塗装
上天草市大矢野町登立13712-1

おさかな食堂  将吾
天草市亀場町亀川1886-12
　　　　グリーンビル1階

福島  一彦
天草市志柿町5463-4

健幸一番楽らく農園
天草市新和町小宮地4809

㈲ナカハラ電子サービス
天草市亀場町亀川1809-2

天草池田電機㈱
上天草市松島町合津2101

（社福）共愛会
　　　小宮地保育園
天草市新和町小宮地763-11

古　川　　　洋
☎0969-66-9226 

阿　倍　正　直
☎0969-37-0836

髙　橋　徳　昭
☎0964-56-0970 

松　田　秀　雄
☎0969-23-7577

福　永　耕　世
☎0969-53-0472

岡　部　信　行
☎0969-22-2440

浦　田　　　寛
☎0969-27-5281 

荒　木　泰　匡
☎0969-46-3507 

石　原　政　孝
☎096-344-3951 

金　澤　一　弘
☎0969-23-9522

直　江　勇　志
☎0964-56-1656

森　下　将　吾
☎0969-66-9156

福　島　一　彦
☎090-3737-6888

川　﨑　眞志男
☎0969-46-3305

平　林　康　佑
☎0969-23-0124

池　田　博　文
☎0969-56-1121

福　岡　得　史
☎0969-46-2002 
 
 

ました。当初は代理店などへ作品の持ち込みなど行
っていましたが、すぐにその才能やデザインセンス
を認められ、各地の著名な企業のデザイン等を行わ
れています。
　様々な質問に気さくに答えて頂き、話してすぐに
そのお人柄の良さが伝わる木下さんですが、倫理法
人会に入会したきっかけをお聞きすると、同級生の
白石普及拡大委員長（熊本市倫理法人会）のお誘い
だったそうです。
　ご友人のお願いに答えるその男気の良さ、そして
ご友人の縁を大事にされる姿勢にとても感銘を受け
ました。まだ倫理のことはあまりわかりませんがと
お話頂きましたが、ご縁を大事にするお心づかいや
仕事に対する姿勢は学ぶ前から倫理の学びを感じる
ことができました。これから倫理での学びを活かし
益々のご発展・ご活躍を期待しております。
　　　　　文：熊本市倫理法人会 広報委員長　宮川　伸吾

　藤崎宮そば、熊本市中央区は北千反畑にあるデザ
イン事務所 株式会社クリエイティブシコン。閑静な
土地に一際目立つおしゃれな事務所は、一口にデザ
イン事務所といっても、広告やパンフレットなどの
グラフィックデザインはもちろん、ホームページや
イベント、ムービー制作など多岐にわたる業務を行
うマルチクリエイティブ事務所です。
　その多彩な仕事に才能を発揮する代表の木下陽太
さん、設立は 15 年前の平成 15 年、東京にてデザイ
ナーとして活躍し帰郷後、熊本にて同社を起業され

株式会社
クリエイティブ シコン
　代表取締役　木下　陽太

会　員　企　業　紹　介（敬称略）

熊本市
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熊本県倫理法人会  新年度　　　　各単会会長
2018年９月

〜
2019年８月

荒尾市倫理法人会
会 長　門　田　保　則

阿蘇倫理法人会
会 長　江　藤　長　利

山鹿市倫理法人会
会 長　川　上　とし江

熊本東倫理法人会
会 長　中　鶴　昭　一

玉名倫理法人会
会 長　城　戸　雄　生

菊池合志倫理法人会
会 長　隈　部　忠　宗

熊本市倫理法人会
会 長　河　﨑　由紀夫

熊本市託麻倫理法人会
会 長　中　園　朝　子

熊本市中央倫理法人会
会 長　奈　須　悦　雄

熊本市南倫理法人会
会 長　大　橋　武　司

熊本北倫理法人会
会 長　澤　田　佳　孝

宇城倫理法人会
会 長　横　田　浩　一

熊本市西倫理法人会
会 長　藤　岡　久　子

天草倫理法人会
会 長　原　田　利　治

八代市倫理法人会
会 長　豊　田　昌　裕

水俣芦北倫理法人会
会 長　永　田　　　靖

八代中央倫理法人会
会 長　久保田　健　嗣

人吉市倫理法人会
会 長　平　瀬　裕　一

八代北倫理法人会
会 長　吉　見　和　晃

球磨倫理法人会
会 長　金　澤　英二郎

＜県北東地区＞

＜県央地区＞

＜県南地区＞
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及び 県役員紹介

役　職 氏　名

会 　 長 山　本　　　浩
役　職 氏　名

普及拡大委員長 藤　永　和　広

ＭＳ委員長 小　林　宗　義

研修委員長 平　野　公　夫

朝礼委員長 松　本　眞　二

広報委員長 髙　田　照　三

広報副委員長 村　木　　　真

女性委員長 井　手　志　保

青年委員長 山　田　朝　日

相 談 役 藤　永　勝　利

〃 宍　倉　　　渉

〃 米　満　弘　之

〃 赤　澤　　　巖

〃 緒　方　一　義

副 会 長 井　手　庸　文

幹 事 長 川　﨑　隆　男

事 務 長 有　田　明　美

県北東地区長 吉　田　秋　正

県北東副地区長 井　上　泰　秋

県央地区長 村　上　尊　宣

県央副地区長 小佐井　憲　彦

県南地区長 那　須　一　郎

県南副地区長 森　下　弘　美

監 　 査 北　里　敏　明

後継者倫理塾 塾長 久保山　文　生
後継者倫理塾
運営委員長 馬場口　一　利

　平成３１年度熊本県倫理法人会副会長の大役をお
仰せつかりました井手庸文と申します。どうぞよろ
しくお願い致します。
　役職者としては、県会長を補佐し、当該倫理法人
会活動を積極的に推進していきます。また、会長の
指示のもとに、与えられた職務を遂行していきます。
　倫理は人が生活していく上でのすじみち（暮しみ
ち）です。倫理法人会は企業経営を行っている経営
者の心の支え（よりどころ）です。私たちは企業に
おいては経営者であり、人格を求められています。
職場においては社員との心の有り様（よう）が問題と

なってきます。家庭においては妻（或いは夫）、子
供との接し方に愛が試されてきます。企業、職場、
家庭にはすべて自分自身が関わっています。自らが
変わることで結果が出てきます。
　倫理法人会と出逢って１４年目を迎えようとして
います。まだまだ人として、経営者として、家庭人
として未熟者です。わがままが顔を出していたずら
をやっています。だからこそ、私自身も原点に戻っ
て、皆様と一緒に倫理を勉強し直し、そして倫理法
人会の素晴らしい営みを創っていきたいと思いま
す。

副会長
井　手　庸　文

NEW

　平成 31 年度熊本県倫理法人会、県央地区長を
拝命しました村上尊宣です。日頃より熊本県倫理
法人会活動にご理解とご協力を賜り、この場をお
借りして深く感謝申し上げます。
　さて、平成 31年度も、会員企業の皆さまと共に、
「企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を」をス
ローガンに掲げた倫理法人会活動を通して、経営
者自ら倫理経営を学び実践することで、会員企業

の更なる発展による郷土くまもとの豊かな社会づ
くりを目指して参ります。
　私も、拝命した県央地区長としてのお役に徹し、
熊本県央地区、八単位法人会の更なる活性化と発
展を目指し、単会会長の皆さまのお世話役として、
明朗愛和に尽力する所存です。
　本年度も引き続き、ご指導ご鞭撻を賜りますよ
うに宜しくお願いいたします。

県央地区長
村　上　尊　宣

NEW

　県南地区は熊本でも早くから単会が立ち上が
り、活動を始め今では 6 単会となり多くの会員様
がおられます。そして各単会において会長を中心
に役員様の倫理活動で倫理の輪が広がっている事
に対し感謝申し上げます。
    県南地区におきましては平井前地区長の想い
を受け継ぎ皆さんが役を受け楽しんで会を運営さ

れる事のお手伝いをしていきたいと思います。各
地区において抱える問題は違いますが、同じ目的
目標を掲げていますので必ず道はあります。何故
出来無いのか？ではなくどうすれば出来るのかの
想いで県南地区を廻らせてもらいます。どうぞ皆
様のご協力の程よろしくお願いします。県南地区長

那　須　一　郎

NEW
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新入会員のご紹介（敬称略）

● 玉名倫理法人会 ●

７月 31日現在

㈱ハッピーリフレッシュ
玉名市小浜233-1

アフラック募集代理店　木原
玉名郡和水町藤田391-1

㈱東海・竜豪保険
玉名市岱明町西照寺933-16

anima
玉名市天水町立花1309-1

牛　丸　　　晃
☎0968-78-2820  

木　原　勇　一
☎0968-86-2986   

木　村　豪　気
☎0968-57-3822  

大城戸　ますみ

● 荒尾市倫理法人会 ●
日本生命保険（相）
荒尾市大正町1-10-14

深浦バレエスタジオ
大牟田市桜町12-1

迫　野　芳　紀
☎0968-62-2190   

深　浦　洋　子
☎0944-53-2055   

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
吉田社会保険労務士事務所
熊本市南区出仲間5-4-22-202

㈲髙森農場
熊本市北区植木町色出30

甲斐設備
熊本市東区健軍3-21-3

㈱ラパタ
福岡市早良区田隈3-21-11

グランツ
北九州市小倉南区横代北町5-4-6

㈲塚田製作所
宇城市不知火町高良155

坂口設備システム
熊本市東区戸島4-1-45

キムチ専門店大黒
熊本市東区水源1丁目15-1

㈱シェタニ新東京店
千葉県浦安市堀江6-12-24

㈱桂精機製作所
福岡県大野城市瓦田4-5-5

㈱タカギ  九州支店　
　  　　熊本営業所
熊本市南区近見1-3-1
　　　　　池永ビル１Ｆ
　　
トヨタカローラ熊本㈱　
　  　　東バイパス店
熊本市東区下南部3丁目14-78

エンドレス熊本㈱
菊池郡大津町大津81-4
　　
㈱Misumi　
　 熊本オートガスSS
熊本市東区長嶺南6-6-40

吉　田　貴　亮
☎096-273-8720  

髙　森　省　吾
☎096-215-3525

甲　斐　智　浩
  

大　上　　　勉
☎092-873-0105  

松　本　　　力
☎093-962-3565

塚　田　　　正
☎0964-33-7758

坂　口　勝　志
☎096-388-1173

津　崎　　　勝
☎096-368-0086

坂　本　大　志
☎047-353-4466

立　花　直　樹
☎092-915-3100  

磯　野　晋　一
☎096-353-7510

中　原　勝　也
☎096-380-5221

藤　井　千鶴子
☎096-293-3900

北　園　智　博
☎096-368-3000

● 八代市倫理法人会 ●
㈱共生
八代市鏡町内田1572-21

㈱田尻工務店
熊本市北区龍田3丁目25-30

㈱東工業
熊本市南区会富町26-1

合元気な家
八代市田中西町3-10

㈱吉田開発
八代市鏡町鏡548-1

㈲三星
上益城郡嘉島町鯰1672

㈱ダイシン産業
八代市新地町10番15号

吉　田　光　浩
☎0965-52-0870

田　尻　敏　明
☎096-338-1353  

東　　　義　幸
☎096-227-2502  

田　中　道　康
☎0965-62-8777 

吉　田　信　幸
☎0965-52-5262   

赤　星　真　二
☎096-237-4865  

大　前　　　靖
☎0965-35-1400  
   
    

● 八代北倫理法人会 ●
㈲ハギノ
八代市鏡町内田97-24

パン工房  百花
八代市千丁町新牟田1868番地5

萩　野　　　真
☎0965-52-1736  

鶴　田　　　浩
☎0965-46-2632  

● 八代中央倫理法人会 ●
スナック プラムダ
八代市本町1丁目2-40
　　　　　　リタビル3F

㈱トヨオカ地建
八代市海士江町2867-1

合同会社 ノースヒル
熊本市中央区新町１丁目8-5
　　　　　　　　1101号

黒　木　美　貴
☎0965-32-2744  

豊　岡　宏　士
☎0965-35-4097

北　岡　星　斗
☎096-273-6669  

● 人吉市倫理法人会 ●
小川整形外科医院
球磨郡錦町西984-1

㈲ランドアース
球磨郡球磨村渡乙1379-1

鍵屋アート防犯タハラ
　　　　㈲田原商事
人吉市上青井110番５

㈱ユーケン洋行
人吉市西間上町2520-2

㈲美研
人吉市浪床町3168番地2

㈲栁瀬会計事務所
人吉市鬼木町694-3

大土手豊税理士事務所
人吉市願成寺町1305-1

㈲しらさぎ荘
人吉市下林町2647-2

小　川　和　子
☎0966-38-3455

迫　田　重　光
☎0966-34-7222  

田　原　利　浩
☎0966-22-4169   

山　本　洋　行
☎0966-22-0257 

中　村　真　子
☎0966-24-4330   

栁　瀬　博　史
☎0966-24-5396  

大土手　　　豊
☎0966-24-2905  

髙　山　菊　江
☎0966-22-3420 
    

● 阿蘇倫理法人会 ●
㈱ひばり工房
阿蘇市一の宮町中通640-1

ショッピングふじた
阿蘇市乙姫216-3

池　田　智　巳
☎0967-22-1894   

藤　田　精　一
☎0967-32-0302    

● 熊本市倫理法人会 ●
㈱新興測量設計
熊本市東区上南部3丁目32-8

栗原　優
上益城郡甲佐町船津1845

今村法律事務所
熊本市中央区水前寺公園1-24
　　　　　　　　　　　301

石　原　健　二
☎096-380-9808   

栗　原　　　優
☎090-5389-6447

今　村　一　彦
☎096-288-6686   
    

● 熊本市中央倫理法人会 ●
（宗）加藤神社
熊本市中央区本丸2-1

こうやま祥一行政書士事務所
熊本市中央区練兵町27-703

㈱村田自動車
熊本市南区出仲間7丁目15番5号

てとり整体院
熊本市中央区水道町1-19
　　ヴィラージュビル２F

湯　田　崇　弘
☎096-352-7316   

香　山　祥　一
☎096-351-0745

村　田　親　則
☎096-355-1234

畑　迫　泰　伸
☎096-353-6211
    

● 熊本北倫理法人会 ●
㈱サンサン
熊本市北区徳王2-3-16

ジブラルタ生命保険
熊本市中央区水道町7-16

下田整骨院
合志市須屋708-4

中　岡　慶　亘
☎096-221-7554   

白　水　準　一
☎096-312-7011

下　田　秀　明
☎096-346-8537

    

● 熊本市南倫理法人会 ●
IWGサービスジャパン㈱
熊本市中央区下通1-3-8
　　　　 下通 NSビル6階

熊徳保険事務所㈱
熊本市中央区出水3-2-44

岡　本　圭　典
☎096-319-3010   

徳　永　智　大
☎096-364-0040   

● 水俣芦北倫理法人会 ●
川口牧場
葦北郡芦北町米田268-2

興南電気㈱
水俣市浜松町5番13号

時計メガネ宝石のキモト
葦北郡芦北町花岡1677-36

熊本中央信用金庫
　　　　　佐敷支店
葦北郡芦北町花岡1677-14

川　口　誠　二
☎0966-86-0677   

平　松　大　祐
☎0966-63-7431

木　本　　　俊
☎0966-82-2428   

池　田　知　史
☎0966-82-2533 
  ● 球磨倫理法人会 ●

マルナカ工業㈲
球磨郡錦町木上西1007番地

尾方石油
球磨郡多良木町多良木字寺村1383-1

中　山　正　明
☎0966-38-2027   

尾　方　功一郎
☎0966-42-2468
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　平成 30 年 7 月 23 日㈰アマクササンタカミングホテル
にて、天草倫理法人会 設立式典・祝賀会が開催されました。
会場には、出席者 123 名が集まり、これから始まる期待感
と程よい緊張感の入り混じる中粛々と執り行われました。
　経過報告は、上田涼太専任幹事です。
『山本浩会長の「天草の再立ち上げなくして、熊本の震災
復興なし!必ずや 100 社を持って設立する!」という号令
のもと、県内 20 番目となる開設を目指すも、5 年前に統
廃合で無くなった天草の立ち上げは容易ではありません。
想像以上に苦戦を強いられ、厳しい状況が長く続いたので
した。そんな中でも、プレ経営者の集いやおもしろ講演会
を実施。更には、10 回に亘り「プレモーニングセミナー」
の実施。少しづつ会場に足を運ぶ未会員も増え始めてきま
した。しかしながら、70 社程から一進一退の状況が続き
ます。焦りからなのでしょうか、なかなか抜け出すことが
出来ませんでした。困難を極めた普及活動に、周囲でも不
安が先立ちます。そのような状況の中、山本会長の揺るぎ
のない決意が自身の行動に変化をもたらしたのです。ここ
で挫けてはなるものかと、山本会長以下県役員数名が断酒
をしたのです。しばらくすると以前から活動していた天草
普及プロジェクトチームが少しづつ動き出します。新たな

ご紹介やそこからのご入会が連日のように続き、6 月 19
日に見事 100 社を達成したのです!』
　その後、倫理研究所 和田毅普及事
業部長より、認可証と行動旗が授与さ
れました。行動旗の入魂式では、内田
文朗局長が熊本県倫理法人会の浸透率
日本一の願いも一緒に吹き込んでいる
とのことでした。
　認可証を掲げる原田利治会長と行動
旗を披露する上田涼太専任幹事の表情
には、新たな決意が感じ取られました。
　原田会長の挨拶では、天草倫理法人会の設立に感謝をし
つつ、会員の皆さまと共に、天草の地で倫理を学び、天草
の地域や企業の活性化に繋げて参りますと力強い決意を高
らかに表明されました。
　その後の祝賀会では、天草の会員さんとの親睦も深まり、
天草の会員さんによるアトラクションでは大いに会場は盛
り上がりました。最後に、翌朝のモーニングセミナーでの
再会を約束し式典は無事終了しました。
　今回の天草倫理法人会設立成功の先には、必ずや浸透率
日本一への足がかりとなったことでしょう。

　2018 年７月６日㈮ ANA クラウンプラザホテル熊
本ニュースカイにて「平成 30 年度熊本県倫理法人会
浸透率日本一祈念大会」が開催されました。
　この日までに平成 30 年度の各単会の会員普及目標
を達成したのは５単会。
　中でも玉名倫理法人会は 115％の達成率で堂々の
１位、続いて八代市、人吉市、荒尾市と続き、この
大会当日、駆け込みで熊本市託麻倫理法人会が 100
％達成の報告もあり大会を盛り上げました。
　今大会は「浸透率日本一祈念」と題し、全国都道
府県での倫理法人会浸透率（各都道府県内の企業数

に対する倫理法人会加入社率）を全国で１位にする
事を全員で意識付けをすることを一つの目的とした
会でした。現在山形県、宮城県につぐ３位で、各単
会あと５社づつ増加させることが出来れば日本一を
達成できる数字ということで、山本会長より鼓舞す
る挨拶を頂きました。更に倫理研究所内田法人局長
にもご挨拶頂き熊本県の役員全員一丸となって日本
一を達成する気運を高めてもらいました。
　大会後は懇親会が行われ、大会に参加した約 200
名の各単会役員で、浸透率日本一を目指す事を誓い
あい、盛会となりました。

新　入　会　員　紹　介（敬称略）

人生を発展的に送りたい!と言う気持でＭＳに参加
し、一回目で「ここなら成長できそうな場だ!」と
思い入会しました!
　倫理を自己向上の糧とする為には、毎週ＭＳに出
席し、ＭＳの流れの一つ一つにエネルギーを注ぐ事に
より、様々な事が身に付く気が致します。
　また、倫理の全て「はい!」は、成長させる為の「は
い」である!と理解しています。
　今後、取り組みたい健康管理事業にも役立つよう、
前向きな心で参加して参ります!

　合志市須屋で整骨院を開業して 25 年目となります
下田です。
　倫理を知ったのは、いつも前向きな緒方曜子さん
に案内を受け、また、昨年還暦を迎え、此れからの

日の基礎を築き上げることが出来ました。
　一昨年の熊本地震の復興にも微力ではございます
が、当社も全社員一丸となって復旧復興に取り組ま
せていただきました。今も多くの被災者の皆さんが
ご不自由な生活を余儀なくされておられます。一日
も早い完全復興をお祈りいたしております。社長以
下 15 名の企業ではあります
が、これからも地域の皆様
に愛され地域に貢献できる
企業を目指し、倫理の誓い
の言葉のように今日一日朗
らかに安らかに喜んで進ん
で働きますをモットーにこ
れからも全社員一丸となっ
て頑張ってまいります。

　本年８月まで荒尾倫理法人会会長を務めさせて頂
きました加来恵美子でございます。会員の皆様をは
じめ多くの皆様に支えて頂き、つつがなくその任を
全うできましたことをまずは心より感謝を申し上げ
たいと思います。
　さて、弊社もお陰様を持ちまして昨年で 55 周年を
迎えることが出来ました。この間幾多の困難を克服
し、また多くのみなさまのご愛好を賜り幸いにも今

下田整骨院
　院長　下田　秀明

● 熊本北倫理法人会 ●
有限会社加来建設
　取締役会長　加来　恵美子

平成 30年度 熊本県倫理法人会
浸透率日本一祈念大会

県内20番目の単会が誕生 ! 天草倫理法人会 

熊本県倫理法人会
山本 浩会長

法人局局長
内田文朗氏

井手庸文県央地区長
緒方一義相談役

会　場

田窪哲司普及拡大委員長 玉名倫理法人会
城戸雄生会長

認可証を掲げる原田会長
行動旗を披露する上田専任幹事 役員辞令交付 役員辞令交付

祝　辞
和 田　毅氏

法人局普及事業部長

表　彰

右から２人目　加来会長

会　員　企　業　紹　介（敬称略）

荒　尾


