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倫理 くまもと

　令和 2 年度の倫理経営講演会は「大転換－いま求
められる心の経営－」をテーマに、倫理に根ざした
企業繁栄の手がかりを、経験豊かな講師より、具体
的に提案します。
　本講演会が、参加される多くの会員企業のみなら
ず、未会員企業経営者にもご参加戴く事で、皆様の
未来をよりよく切り開くきっかけになることを願っ
ています。そして郷土くまもとの発展を願いつつ、
多くの皆様のご来場をお待ち申し上げております。

　企業は「人なり」と言われます。とくに会社・組
織のトップである経営者の人間力が、経営を左右し
ます。歴史的な大転換期のなか、企業を取り巻く環
境も様々な変化に直面しており、経営者の人間力を
高めていくことが、益々求められているのではない
でしょうか。企業を取り巻く様々な課題は経営者の
受け入れ方次第で、実は大きなチャンスであり、そ
の心の持ちようを学び、ピンチをチャンスに変える
経営のヒントが!この倫理経営講演会にあるので
す。
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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 

　「中小企業でこそ持ち合わせられる独自の技
術とアイディアで存在感の在る企業」を目標
に、ラジカルは 2002 年に真空技術を基盤と
して設立しました。半導体の製造に欠かせな
い「クライオポンプ」の修理業務は設立当初
から開始して、全国の大手電機メーカーより

発注して頂いています。2012 年からは宮崎県で医療分野、
自動車産業、５Ｇの通信産業で使用される「半導体レーザ
ーの内部部品」の精密加工を開始しました。これからも、
社員の幸せと、日本の産業発展への貢献という目的達成の
ため、倫理の学びを深めていきたいと思います。

期間に与えられた課題に対していく。メンバー間で
の間合いをどのように形成していくかが問われるこ
とになります。
　以上のテーマに基づいてセミナー中、一日のスタ
ートは寝具の片づけから食事の作法、挨拶、清掃、
受講姿勢、課題解決、報告連絡 など極端なくらい徹
底的に精度を求められます。２泊３日が終わってホ
ッとしている塾生も多いと思います。
　この学びが塾生の成長に大きく貢献していること
を期待いたします。

　熊本県後継者倫理塾では、富士高原研修所で１月
10 日～ 12 日の２泊３日で開催された後継者倫理塾
富士研セミナーに、塾生 10 名と引率２名の計 12 名
で参加してきました。
　今回は西日本エリアから集まった各県の後継者塾
生と共に 100 名での学びとなりました。 
　このセミナーでは、「４つの学び」のテーマがあ
ります。
①．実践力 －当たり前に実行できる－
　当会で提唱されている基本動作「セブンアクト」
を日常生活の場で実践できるようにクセをつけるト
レーニング。
②．生命感覚 －感謝は最強の気力－
　親祖先の真情にふれ、夫や妻を思い、子や
孫の笑顔を思い出し、自分が支えられ愛され
ていることを実感できる「感恩」の心。
③．後継者として －豊かな人生の創造－
　創業者の想いを深く自覚することで、強い
信念の形成と未来を切り開く推進力となるこ
と。
④．真のチームワーク
　　 －自主的創造力の統合－
　初対面の受講生がチームとなってセミナー

後継者倫理塾　　　レポート後継者倫理塾　　　レポート富士研

新入会員企業紹介

株式会社 ラジカル
〒862-0913 熊本市東区尾ノ上 1丁目 42-11

● 熊本東倫理法人会 ●

後継者倫理塾  運営委員長
　　　　　　馬場口　一 利

代表取締役 
宗雲　幹久

クライオポンプ

宮崎工場



４月 14日㈫
　18：30～20：30

宝友
宇土市南段原町193-2

河 野　武 彦 氏
こう　 の　　 　たけ　 ひこ

主催・チケットのお問合せ

宇土市準倫理法人会
TEL 0964－31－0285

日時

場所

講師

４月 15日㈬
　18：30～20：30

ホテル熊本テルサ
熊本市中央区水前寺公園28-51

和  田　　毅 氏
わ　　   だ　　　　　 たけし うち　  だ　　　 やす　  し

主催・チケットのお問合せ

水前寺倫理法人会
TEL 096－379－1655

日時

場所

講師

４月 16日㈭
　18：30～20：60

ホワイトパレス八代
八代市松江290-1

内 田　靖 士 氏

主催・チケットのお問合せ

八代中央倫理法人会
TEL 0965－33－3426

日時

場所

講師

一般社団法人
倫理研究所

法人局  参事
法人アドバイザー

香川県善通寺琴平倫理法人会

中 野　𠮷 貫 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

理事
法人局普及事業部  部長

島根県出雲市倫理法人会

古 川　雅 巳 氏
事業体験
報 告 者

鹿児島県鹿児島北倫理法人会

間世田　吉宣 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人倫理研究所

法人局  普及事業部  主事
北海道・東北方面
副方面長
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３月７日㈯
　17：50～19：00

　司ロイヤルホテル
玉名市立願寺50-1

藤 麻　一 三 氏

一般社団法人
倫理研究所

監事

ふじ　　ま　　 　いち　　ぞう

主催・チケットのお問合せ

玉名倫理法人会
TEL 080－5795－6298

日時

場所

講師

３月 10日㈫
　18：30～20：30

八代市鏡文化センター
八代市鏡町内田468-1

福 井　龍 介 氏
ふく　　い　　　りゅう  すけ

主催・チケットのお問合せ

八代北倫理法人会
TEL 0965－46－8721

日時

場所

講師

３月 17日㈫
　18：30～20：10

主催・チケットのお問合せ

人吉市倫理法人会
TEL 0966－24－3567

日時

場所

４月２日㈭
　18：30～20：30

熊本空港
　ホテルエミナース
上益城郡益城町田原2071-1

森 脇　慎 一 氏
もり　わき　　　しん　いち

主催・チケットのお問合せ

熊本東倫理法人会
TEL 096－200－7710

日時

場所

講師

４月６日㈪
　18：30～20：30

宇土市民会館
宇土市新小路町123

山 下　幸 平 氏
やま   した　　　こう　 へい

主催・チケットのお問合せ

宇城倫理法人会
TEL 0964－23－3055

日時

場所

講師

４月７日㈫
　18：30～20：30
ＪＡ鹿本本社
　　2F大ホール
山鹿市鹿央町持松159-1

山 下　幸 平 氏

主催・チケットのお問合せ

山鹿市倫理法人会
TEL 070－1946－6851

日時

場所

講師

アンジェリーク平安
人吉市宝来町1340-7

令和２年度 熊本県内倫理経営講演会（３月～５月）

一般社団法人
倫理研究所

法人局
法人スーパーバイザー

福岡県倫理法人会

中 尾　達 弥 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人局  参事
法人アドバイザー

大阪府大阪北区倫理法人会

浜 野　太 郎 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人倫理研究所

法人局  普及事業部
関東・甲信越方面担当
研究員

徳島県徳島中央倫理法人会

石  津　　健 氏
事業体験
報 告 者

香川県善通寺琴平倫理法人会

川 上　正 城 氏
事業体験
報 告 者

藤 麻　一 三 氏
一般社団法人
倫理研究所

監事

講師
ふじ　　ま　　 　いち　　ぞう

やま   した　　　こう　 へい

一般社団法人倫理研究所

法人局  普及事業部
関東・甲信越方面担当
研究員
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毎朝「活力朝礼」を実施することにより、仕事
モードに切り替え心を揃えて仕事に臨んでおり
ます。そのお陰で現場の評判も良く無事故で元
気に作業を行っております。
これからも「活力朝礼」を通して、お客様が常
に「安全」で「安心」して作業をして頂ける足
場を作り、私達はお客様の足場であり続けます。

以前の朝礼は、連絡事項を伝え合う程度の朝礼は、していたの
ですが、「少しでも職場の人間関係や雰囲気をよくしたい!」
と考えてました。もう一歩踏み込むためには、「自分以外の人
たちとの価値観の共有が必要だ!」と感じ始め、模索していた
時期に『職場の教養』に出会いました。社会人としての行動指
針や心の持ち方など一日一話のエピソードを輪読するのが、「今
の朝礼のメイン」になっています。心の栄養になるような言葉
が多いので、お互い成長できているのではと思います。今後は、
朝礼委員会にご協力いただき、活力朝礼を少しずつ導入してい
き、「はい」と「はいっ」の雲泥の差を認識して、本気で自分
自身と向き合える朝礼にしていきたいと思います。株式会社 三和  ディサービス アルク

最初は活力朝礼を簡単に会社に導入できるものとばかり思いこ
んでいましたが、形はマネできても、本質は全くついてきてい
ない状態でした。一人一人の率先力や協調性など、経営者の私
の目線で考えれば、「大人が本気を出せば簡単なことだ」と思
っていましたが、従業員はそうではありませんでした。一つず
つ時間をかけて従業員に浸透し、朝礼文化が根付いてくれてい
ます。気を抜くと、基本の形から外れることもありますが、根
気強く経営者が手を添え続けていくべきだと思います。まるで
生きもののような活力朝礼のおかげで、経営者も、社員も、会
社も育っています。

代表取締役　林田　昇三

有限会社 デンタルトラスト
所　長　森　英 司

熊 本 
東

倫理法
人会

八 代 
市

倫理法
人会

熊本市
西

倫理法
人会

医療法人 いけざわこどもクリニック

職員５人でスタートし、患者さんが増える度に職員を増員、組
織が大きくなる中、接客面に不満を感じていました。某クリニ
ックを見学に回った際、玄関が開いた瞬間素晴らしい挨拶での
お出迎えに衝撃を受けた。「何かやっているな!」と私のアン
テナがビビビと反応した!そこで初めて「職場の教養」の存在
を知る。すぐに倫理法人会へ入会し、朝礼を開始した。患者さ
んは大きく増え、７年目には現在の場所に移転し、職員も 30
名を擁し、今では日本全国から見学に来られています。朝礼の
大切さ、毎日繰り返すことの大切さを実感しています。

池澤　千恵子 熊 本 北
倫理法人会
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４月 19日㈰
　16：00～18：00

ホテルヴェルデ
荒尾市本井手1584-24

阿蘇の司ビラパークホテル
　　　　　＆ スパリゾート
阿蘇市黒川1230

くまもと県民交流館パレア
　10Ｆパレアホール
熊本市中央区手取本町8-9

水前寺共済会館
　　グレーシア
熊本市中央区水前寺1丁目 33-18

ザ・ニューオータニホテルズ  
ザ・ニューホテル熊本
熊本市西区春日1-13-1

主催・チケットのお問合せ

菊池合志倫理法人会
TEL 096－288－9398

日時

場所

４月 20日㈪
　18：30～20：10

三 浦　貴 史 氏
み　　うら　　　たか　ふみ

主催・チケットのお問合せ

荒尾市倫理法人会
TEL 0968－68－7557

日時

場所

講師

４月 21日㈫
　18：30～20：30

泗水公民館 大研修室
菊池市泗水町豊水3565

金子　袈裟己 氏
かね　こ　　　   け　さ　み

主催・チケットのお問合せ

熊本市西倫理法人会
TEL 096－288－9398

日時

場所

講師講師

山 路　卓 司 氏
やま　　じ　　　　たく　  じ

講師

４月 22日㈬
　18：30～20：30

主催・チケットのお問合せ

阿蘇倫理法人会
TEL 0967－23－6667

日時

場所

４月 23日㈭
　18：30～20：30

鈴 木　隆 一 氏
すず　　き　　　りゅう　いち

主催・チケットのお問合せ

熊本市中央倫理法人会
TEL 096－288－9398

日時

場所

講師

４月 27日㈪
　18：30～20：00

朝 倉　幹 雄 氏
あさ　くら　　　みき　  お

主催・チケットのお問合せ

熊本市倫理法人会
TEL 096－379－1655

日時

場所

講師

天草倫理法人会

５月 倫理経営講演会

山 﨑　貞 雄 氏
一般社団法人
倫理研究所

法人局  参事
法人アドバイザー

やま　さき　　　さだ　　お

「大転換 －いま求められる心の経営－」

愛媛県今治市倫理法人会

重 松　宗 孝 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人局  参事
法人アドバイザー

沖縄県中部倫理法人会

喜 納　康 光 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人局
法人スーパーバイザー

大分県倫理法人会

飯 田　宜 章 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人局  参事
法人アドバイザー

一般社団法人
倫理研究所

法人局  参事
法人アドバイザー

愛媛県松山市倫理法人会

中 西　龍 仁 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人局  普及事業部  主席
首都圏方面  方面長

５月
18日
㈪

場所／ホテルアレグリアガーデンズ天草
時間／ 18：30～20：30

玉名南倫理法人会５月
20日
㈬

場所／玉名市天水市民センター
時間／18：30～20：30

八代市倫理法人会５月
27日
㈬

場所／やつしろハーモニーホール
時間／18：30～20：30

水俣・芦北倫理法人会５月
19日
㈫

場所／あらせ
時間／18：30～20：30

熊本市託麻倫理法人会５月
21日
㈭

場所／神園山荘
時間／18：20～20：20

球磨倫理法人会５月
28日
㈭

場所／パルティール福寿庵
時間／18：30～20：30

６

朝礼委
員会

ワンチーム

株式会社 ウッドランドパス

起業して 11 年、熊本市北区八景水谷を拠点に介護・福祉事業
を営んでいます。挨拶の声出し、「職場の教養」輪読を取り入
れた活力朝礼は、倫理法人会に入会して以来、2 年以上続けて
います。「職場の教養」には、人として大事なことが書いてあり、
毎朝、勉強になりますね。よかったと思う点は、現場のスタッ
フ達に仕事へ臨む姿勢として、一体感が出てきたこと。それま
での朝礼では、業務の確認が主でどこか事務的でした。始業前、
最高の 1日のスタートが切れる「活力朝礼」を取り入れて本当
によかったです。

弊社では毎朝 6：00 から営業会議⇒全体ミーティング⇒
外に出て元気に「活力朝礼」を行っております。
私共の仕事は一瞬の気の緩みが大事故に繋がります。

朝礼で、いつしか暗いどんよりした朝礼になっていった。更に
教育の場であり、社長の時間と称し 30 分も使い、悪い所を指
導する時間とした。それで社員の入れ替わりが激しく、社員が
育つことはなかった。朝礼を変えたいと思いながらも変えるこ
とも出来ずにいた。息子が入社してその朝礼は止めてくれと訴
えられたが聞かなかった。それなら俺が辞めると言われ、変え
ざるを得なくなり何度も変えながら倫理法人会に入会したこと
で、活力朝礼を導入した。当時は朝礼コンテストが行われてお
り参加したことがきっかけで、今では笑顔の出る明るい朝礼へ
と変化し、社員が辞めることも無くなった。業績は車検台数が
3.5 倍と大きく伸びている。要因として社長自身が変わったこ
とが大きな要因である。（人は鏡、万象わが師）全ては自分自
身の中にあった!昭和 57 年創業、スタート時から朝礼を始めた。連絡と指導の

朝礼のスタートは他社から貰った「職場の教養」で始まった。
活力朝礼を年数重ねた結果、立派にオリジナルの活力朝礼が根
づき、「社業発展の一つとして無くてはならないツール」にな
っていますと声を大にして言いたい。倫理に誘ってくれた先輩
に対し、感謝でいっぱいであります。今後は倫理法人会活動に
も積極的に関わって行きたいと思います。

代表取締役　荒木　周子

株式会社 TOBI-ICHI
代表取締役社長　富澤　一憲

株式会社 プロスパー

代表取締役　矢羽田　主

代表取締役　本多　好男

合資会社 帯屋電機商会

熊本市
中央

倫理法
人会

玉 名 
南

倫理法
人会

阿　蘇

倫理法
人会

つかさ
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青年委員
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　2020 新年最初のボランティア清掃が、
県北東地区におきまして
１／７、荒尾市野原八幡宮
１／ 27、道の駅旭志にてそれぞれ実施さ
れました!

県北東地区ボランティア清掃

「みんなの笑顔をエネルギーに」
　　100名モーニングセミナー開催

新入会員のご紹介（敬称略）

● 熊本東倫理法人会 ●

令和２年１月 31日現在

㈲田辺建設
熊本市東区長嶺東2丁目16-1

㈱ＮＴＨ
阿蘇郡高森町高森1598-4

㈱住環境くまもと
宇土市古保里町749-37

グルーヴライン
上益城郡益城町島田976

中川　哲也
熊本市東区秋津町秋田3440-34

田　邉　　　修
     

山　村　みちよ
     

久　保　恵美子
          

鋤　野　和　明     
     

中　川　哲　也　
 
     

● 菊池合志倫理法人会 ●
タンカルム
菊池市深川24-5

中川シロアリ研究所㈱
合志市須屋2695-651

山　口　法　子
     

中　川　智　雄
     

● 熊本市倫理法人会 ●
㈱AMCシビルテック
熊本市東区上南部3-32-8

石　原　健　二

● 玉名南倫理法人会 ●
㈲西邦物産
熊本市西区春日2-1-9  1003

㈱碧い海
合志市豊岡2023-43

枝　元　和　廣
     

長　尾　六　男
     

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
第一生命保険㈱
菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北3-9-7

Lepo
熊本市東区戸島西4丁目2-9-2

中国四川料理  黄龍
熊本市東区戸島西2丁目6-120

永　田　浩　美
     

河　野　文　乃
     

松　原　大　介
     

● 宇城倫理法人会 ●
㈱ Sion
宇城市松橋町松橋945-6

野　口　誠　也

● 天草倫理法人会 ●
エザキ設備
天草市川原町13-3

江　﨑　博　文

● 山鹿市倫理法人会 ●
㈱立山建設
山鹿市南島937

今村建具店（福岡県）
大川市津20-2-4

スナック  あい
山鹿市新町803

スナック  ルビアン
山鹿市山鹿1708

髪切屋  イレブン
山鹿市古閑1075-3

立　山　誠　也
     

今　村　博　文
     

浦　田　ひとみ
          

古　家　トミコ     
     

平　田　法　行
 
     

● 荒尾市倫理法人会 ●
㈱オフィス結実
荒尾市川登1817-11

前田敬介事務所
荒尾市増永2900-18-1

特定非営利活動法人 すみれ
大牟田市勝立458番地1

角　野　和　美
     

前　田　敬　介
     

伊　藤　千　鶴

● 阿蘇倫理法人会 ●
ふつま農園
阿蘇市黒川1759-4

㈱松本組
阿蘇市乙姫1617

江　藤　長　利
     

松　本　頼　太

● 玉名倫理法人会 ●
和食  田太
玉名市亀甲35-1

パブリックサポート㈱
山鹿市鹿校通1丁目2-6
　　　　　　三和ビル1Ｆ

第一生命㈱  熊本支社　
　 玉名営業オフィス
玉名市亀甲166-5

昭栄建装
熊本市北区植木町広住419-39

田　尻　太　一
     

長　瀬　浩　司
     

大　森　美　樹
          

川　端　博　昭 
     

 
     

● 宇土市準倫理法人会 ●
㈲古庄自動車
宇土市網津町1440番地の2

㈱本郷
上益城郡甲佐町糸田1405

㈲肥後ウエス川野商店
熊本市南区富合町田尻45-1

りらっくす整体院  えん
宇城市松橋町砂川1744-2

松合食品株式会社
宇城市不知火町松合188

荒木商店
熊本市南区富合町清藤427

古　庄　貴　光
     

本　郷　忠　道
     

川　野　一　朗
          

中　川　龍　二
     

松　浦　　　茂
     

荒　木　弘　毅
 
     

● 八代市倫理法人会 ●
㈱安森
八代市平山新町5964-1

㈱大
八代市三江湖町180-1

斉　藤　明　志
     

永　田　智　彦
 
     

● 熊本市西倫理法人会 ●
立田阿蘇三之宮神社
熊本市北区龍田1丁目5-1

熊本エナジー㈱
熊本市中央区草葉町2-32
  ウェルブライト上通3F－E

優光社
熊本市西区戸坂町2-6-1
　　　  カリーノ彩302号

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

㈲岡本シンホウ産業
上益城郡甲佐町白旗204

㈱たぬき茶屋
熊本市西区田崎3丁目1-10

DISCOVER BALLOON
熊本市中央区北千反畑町7-8

坂　本　洋　子
     

鍋　島　征　寛
     

松　永　貴　美
     

西　野　文　人
     

岡　本　泰　文
     

吉　田　竜　介
     

友　田　敏　之
 
     

令和２年度
熊本県内倫理経営講演会 「大転換   　　　　　」－いま求められる

　　　　心の経営－
令和２年度
熊本県内倫理経営講演会 「大転換   　　　　　」－いま求められる

　　　　心の経営－

　倫理法人会の成り立ちから、現在
までの歩みをテンポよくお話しいた
だき、沢山のヒントをいただきまし
た。
　それを生かすか殺すかは、参加し
た皆さま次第。
　キーワードは【信じる】こと!
　この気づきを忘れてしまうのは勿
体ない。ぜひ周りの方々にも広げて
いただき、みんなで素敵な時代をつ
くっていきたい!と強く思いました。

　年に一度の倫理経営講演会「大転
換－いま求められる心の経営－」の
テーマの下、小山久雄法人スーパー
バイザーをお迎えし小雪降る中、
114名の方にお越しいただきました。
　大転換の時代、予期せぬ出来事が
多発する時代、予期せぬ岐路に立っ
た時、経営者として何を選ぶのか。
前例の無いことをどう捉え、どう進
めるのか。この荒波の中で生き残る
術とは？

　令和 1 年 12 月 18 日水曜日、宇土市元松茂樹
市長（宇土市準倫理法人会顧問）をお招きして、
宇土市準倫理法人会、開設して初めての経営者
100 名モーニングセミナー（参加社数 111 社 、
参加人数 116 名）を開催しました。
　宇土市域のみならず、県内全域から経営者が集
う貴重な機会となりました。初めての方も多数ご
参加頂き、116 名の参加者の皆さんに様々な気づ
きがあったかと思います。地域に開かれた経営者
モーニングセミナーになりました。
　師走の大変お忙しい中に、貴重なご講話を頂き
ました。元松茂樹様ありがとうございました。

熊本市南倫理法人会　報告
２月 17日　熊本城ホール  大会議室

　本年も青年委員会は熊本県倫理法人会の方針
に則りボランティア清掃を通じ、地球倫理の推
進に貢献できるよう、会員の皆様と実践して参
ります!よろしくお願いいたします!
　　　　　　　　　　　　　青年委員長　市原  功一朗

● 人吉市倫理法人会 ●
永田林業（鹿児島県）
出水市野田町下名2579-5

㈱オーロラ
人吉市上林町976

平井グループ
人吉市下林町204-2

山　下　和　幸
     

松　本　美　代
     

平　井　　　健
     

● 水俣芦北倫理法人会 ●
仲田モータース
水俣市わらび野4-15

仲　田　将　実

● 八代中央倫理法人会 ●
スナック  キャサリン
八代市本町1-2-40
　　　　　　　RITA5F

古　閑　真　澄● 水前寺倫理法人会 ●
ハウスクリーニング 世和
宇土市高柳町124-24

岩　山　世　和
     

     

野原八幡宮

道の駅旭志

▲ 講師 小山 久雄 氏

▲ ㈱エコファクトリー様の朝礼発表


