
　昨年度から、試験的に実施しているインターネット会議。
今年度も 10 月 16 日の広報委員会で県事務局の会議室と天
草、人吉、八代の４拠点をネットで結び、単会の活動情報
や広報に関する要望等、ご意見を広く集める事が出来まし
た。会員の皆様にドキドキワ、クワクする前向きの明るい
情報を発信出来るよう “会報” “ホームページ” 等で掲載して
行く事にスピード感を持って取り組んでまいります。
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熊本県倫理法人会 検索

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 

● 熊本市南倫理法人会 ●
フィナンシャルプラザJAPAN㈱
熊本市南区江越１丁目19番10号

㈲KOUSOKU
熊本市南区御幸笛田1丁目2番73号
　　　　  御幸ビル101号

㈲中外不動産
熊本市中央区水前寺3丁目11-88

㈲サン・ハート
熊本市東区新南部2丁目1-116

㈱ナチュール
熊本市中央区桜町1-28
　  桜町センタービル406

㈱カトー
熊本市中央区通町28

つなぎ
熊本市東区長嶺東6丁目17-8

㈲テレメ
熊本市東区尾ノ上2-6-26

㈱office rete
熊本市東区上南部3-27-81

今　村　和　也
☎096-312-2160    

尾　前　亨　宏
☎096-370-0569    

堤　　　泰　宏
☎096-384-3295 

清　﨑　智　大
☎096-276-7171

前　渕　健太郎
☎096-227-6512  

加　藤　　　至
☎096-354-5421     

北　原　　　勇
☎096-284-1468   

中　村　太　成
☎096-382-0811   

出　来　滝　子
☎096-285-5876   

● 宇城倫理法人会 ●
㈲頭文館
宇土市松山町4391-3

山　内　喜久子
☎0964-23-0111      

● 水俣芦北倫理法人会 ●
㈱日の出建材
水俣市百間町2丁目3-22

西　　　文　生
☎0966-63-4551       

● 天草倫理法人会 ●
㈱光製作所
天草市本渡町本渡2645番地1

㈲金子保険開発
天草市下浦町7316

楠本　千秋
天草市亀場町亀川63-15

㈲天草レンタル
天草市楠浦町10444-4

光　田　俊一郎
☎0969-24-2331  

金　子　　　涼
☎0969-24-3082 

楠　本　千　秋
☎0969-23-2633 

草　積　良　一
☎0969-24-3433

● 八代市倫理法人会 ●
㈲八代ゼンユー企業
八代市八幡町2-26

㈱なごやかハウス
八代郡氷川町吉本108番地

㈲坂本工業
合志市野々島5685-2

㈲トヨダ
八代市新港町2-4-14

木村塗装
八代市坂本町深水い3401

㈱ライフステージ
八代市横手新町1-3-201

下　松　健　一
☎0965-33-1346  

澤　村　健太郎
☎0964-43-5501   

坂　本　勝　義
☎096-242-2781  

豊　田　啓　勤
☎0965-31-3122  

木　村　重　春
☎090-8390-8384

圓　沸　祐　三
☎0965-34-8144

● 人吉市倫理法人会 ●
なおみ整骨院
人吉市下原田町1488-1

㈲八島板金工業所
人吉市東間上町3361番地41

大　柿　なおみ
☎0966-22-0737   

八　嶋　吉　隆
☎0966-22-5780 

● 八代北倫理法人会 ●
ジブラルタ生命保険㈱
八代市旭中央通17-2
　　
マニュライフ生命㈱
八代市西松江城町2-1 ２F

坂口浩昭税理士事務所
八代市麦島東町13-10

稲本農園
八代市川田町西470

㈲松浦常男農産
八代市千丁町吉王丸518-2

㈱西福
八代郡氷川町鹿島1927

喰会  真魚
八代市鏡町鏡170

貴　田　廣　樹
☎0965-39-6550 

大　柿　陽　平
☎0965-31-7800  

坂　口　浩　昭
☎0965-33-3851    

稲　本　　　薫
☎0965-39-0076 

松　浦　常　男
☎0965-46-0185 

西　村　英　輔
☎0965-52-8896 

野　村　美智代
☎0965-52-0072  
    

● 八代中央倫理法人会 ●
島田工業㈱
熊本市南区野田1丁目4番49号
　　
㈱セルモ
八代市西片町1976

山本建装
八代市坂本町西部3  1502

タカノ総合アルミ
八代市西宮町1462-2

北　森　誠　也
☎096-358-4613

宮　内　美　紀
☎0965-33-4515

山　本　　　晃
☎0965-45-3631

髙　野　敬　士
☎0965-35-0332 
  
    

見える明日を！お手伝い

■印刷 ■企画 ■オリジナル製品

合資
会社 髙田商会
〒860-0821
熊本市中央区本山４丁目７－78
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●2018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

っています。今年の目標に「１、純粋倫理の理解と
啓蒙、会員の拡大」「２、行ってみたくなるような
モーニングセミナーの充実」「３、龍門ダム・山桜
の里づくりの会への支援」を掲げ、「文教菊池」に
ふさわしい「キラッと光る」菊池合志倫理法人会を
めざします。

　菊池合志倫理法人会は発足して 8 年目のまだ新し
い会です。地域の皆様は豊かな自然、菊池族の歴史
と伝統を物語る観光スポットなど地域を活かし、市
民が主役の町づくりに励んでおられます。そんな魅
力ある町に私たち倫理法人会は、「企業に倫理を、
職場に心を、家族に愛を」をモットーに地域に根ざ
した倫理運動を皆様と共に続けて参ります。
　会員企業は 87 社で毎週月曜日にコッコファーム
に於いて午前 6 時より「モーニングセミナー」を行

菊池合志倫理法人会
　会長　隈部　忠宗

自然の素晴らしさ、動じない強さ

　　　　　　　　　頑張ろう熊本!
自然の素晴らしさ、動じない強さ

　　　　　　　　　頑張ろう熊本!
自然の素晴らしさ、動じない強さ

　　　　　　　　　頑張ろう熊本!

菊池水源 秋風景

キラッと光る‼文教菊池

昨年度の『龍門ダム
山桜の里づくり』に
参加された皆様
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新入会員のご紹介（敬称略）

● 熊本東倫理法人会 ●

９月 30日現在

栄馬工業
熊本市中央区出水4丁目3-67 3号

和
菊池郡大津町室329-6

本田企画
上益城郡御船町上野1922

アシストみらい
熊本市中央区中央街4-22
　アルバ銀座通りビル8Ｆ

㈱h&t不動産コンサルタント
八代市豊原下町4133-2Ｆ

㈲ユウスイ
上益城郡御船町木倉190-1

㈱中九州技術コンサルタント
熊本市東区画図町下無田1432-20

山下　光男
東京都世田谷区代沢2-40-1-404

㈱グッドコーポレーション
上益城郡御船町木倉369-1

吉住商会
上益城郡御船町高木1776

森新工業
上益城郡益城町惣領1440-10
　　　　　　ルミナス201

山　下　史　晃
☎090-2960-7299  

佐　藤　誠　也
☎090-7470-9447   

本　田　重　登
☎096-284-2101  

曽根﨑　政　親
☎096-200-2128    

大　野　勇　斗
☎0965-45-5161

沖　　　祐　身
☎096-282-1081

矢　島　哲　士
☎096-282-8833

山　下　光　男
☎090-5325-7993  

松　本　孝　二
☎096-282-2274 

吉　住　明　宏
☎096-282-6538  

森　　　槙　吾
☎080-2778-5045   

● 山鹿市倫理法人会 ●
㈲山鹿牧場
山鹿市保多田331

前田畳店
山鹿市熊入町26-1

㈲みやがわ
山鹿市熊入町43

スナックはるか
山鹿市泉町1857-41

リアン
山鹿市山鹿1622  Sビル１F

㈱ Neo工装
熊本市東区長嶺東5丁目8-7

㈲フルカワ
山鹿市山鹿607-5

髪切屋イレブン
山鹿市古閑1075-3

Rooms㈱
山鹿市山鹿1630-1

松　本　　　健
☎0968-43-5478  

前　田　昌　宏
☎0968-43-3330    

立　山　大二朗
☎0968-43-2211    

三　浦　理恵子
☎0968-43-3923 

田　上　知　子
☎0968-44-3242 

宇佐見　　　健
☎096-368-2837    

古　川　喜　一
☎0968-43-3529 

平　田　法　行
☎090-3324-2275   

田　中　清　輝
☎0968-43-0320     

● 玉名倫理法人会 ●
㈱岱電トラストグッドホーム
玉名市中66-2　鈴鹿ビル

㈱縁佳
玉名市築地388

㈱ＩＰＳ
熊本市南区富合町莎崎479-3

㈱テースト
合志市豊岡2502

坂梨剛昭事務所
玉名市立願寺179

Ｋ．Ｎプレイス
熊本市中央区神水本町19-10

オフィス  テロワール
熊本市中央区帯山4丁目43-11　
　　　　　セレブ帯山301
　　

大　部　真　澄
☎0968-73-7031  

山　野　博　史
☎0968-74-1192 

岩　﨑　吉　崇
☎096-358-2800  

上　嶋　保　徳
☎096-348-6123   

坂　梨　剛　昭
☎0968-74-1101

川　添　桂　子
☎096-200-7096 

松　田　美　穂
☎096-221-5107

● 荒尾市倫理法人会 ●
ウエダ創建㈱
玉名市岱明町浜田773-2

林田農園
玉名市天水町部田見1803-2

㈱若新
荒尾市金山1240-1

植　田　　　篤
☎090-9405-5230  

林　田　正　孝
☎0968-82-3731 

江　田　隆　祐
☎0968-68-0903  

● 阿蘇倫理法人会 ●
プラセスワーク協同組合
阿蘇郡小国町宮原1846

ツツミ薬局
阿蘇郡高森町高森1990-1

㈱柳川建設
宮城県名取市増田3丁目3-17
　　　　　丸善ビル1003

山村酒造 合名会社
阿蘇郡高森町高森1645

㈲ウエダ電器
阿蘇郡南阿蘇村河陽2873番地

合同会社 村岡企業
阿蘇市三久保880-1

佐　藤　保　久
☎0967-48-5215  

堤　　　峰　子
☎0967-62-0258 

山　田　清　勝
☎022-302-5543    

山　村　唯　夫
☎0967-62-0001 

上　田　基久子
☎0967-67-0158

村　岡　孝　一
☎0967-32-1330  

● 菊池合志倫理法人会 ●
㈱企業情報ネットワーク
熊本市中央区神水本町20-3

㈲与縄商店
菊池郡大津町大津1499

㈲クドウ工業
菊池市隈府449番地

㈲中国四川料理 笑福
菊池郡菊陽町光の森5丁目9-18

吉　田　浩　希
☎096-381-1117   

與　縄　智　久
☎096-293-2370  

土　本　勝　洋
☎0968-25-2004    

竹　尾　景　利
☎096-233-0425

● 熊本市倫理法人会 ●
スナック茶茶
熊本市中央区花畑町11-9
　　　　第二蘇州ビル２F
　　
㈱熊本銀行
熊本市中央区水前寺6丁目29-20

テンイレヴン
熊本市中央区水前寺公園5-41-603

㈱ワールドライン
熊本市中央区神水2丁目4-2

ロービジョンフットサル事務局
熊本市東区戸島西2-6-21

セブンイレブン 菊陽原水
菊池郡菊陽町原水1409-6

藏　野　圭　一
☎096-325-8823

吉　川　清　光
☎096-385-1147  

田　中　好　洋
☎096-273-8428  

松　本　邦　充
☎096-282-8620

渡　辺　順　子
☎096-360-3313   

岡　本　広　人
☎096-232-7020  
    

● 熊本市西倫理法人会 ●
（同）熊本楽援隊
熊本市中央区帯山2丁目14-11
　　コアマンション帯山307
　　

石　原　　　健
☎096-381-1192  

    

● 熊本市中央倫理法人会 ●
ライフサポート村上
菊池郡菊陽町原水1182-10
　　
くまもと塗壁研究所 株式会社
熊本市東区小山2丁目18-87  203

幸山政史の会
熊本市北区貢町378-1

㈱加茂川元舗
熊本市中央区九品寺5-5-31

大堂開発㈱
上益城郡嘉島町上仲間394-7

村　上　友　子
☎096-237-6513 

森　山　政　博
☎096-200-6297   

幸　山　政　史
☎096-245-3525  

山　下　泰　介
☎096-372-6611

土　佐　顕　也
☎096-237-3311     

    

● 熊本北倫理法人会 ●
ケアスペース　mami
上益城郡益城町古閑42-31
　　
福田社会保険労務士事務所
熊本市中央区出水6丁目41-55

㈱やまだ商店
熊本市北区植木町投刀塚46-2

合同会社 ３Aims
熊本市南区田井島2-1-14

㈱ジョイドライブ
熊本市北区武蔵ケ丘2丁目4-10

㈱ジョー・スマイル
熊本市中央区安政町3-16
　　熊本センタービル３F
　　
㈲ピクチャーズカンパニー
熊本市西区池田1丁目5-37

奥田歯科医院
熊本市中央区北千反畑町1-24

浜田屋
熊本市中央区南熊本4-6-9 2A

ベラ熊本
熊本市中央区上通町4-14
　　　　　　西野楽器４F

ネールサロン ステラ
熊本市中央区新市街13-8
         AZUMAビル2階 -Ａ

㈱イデアルライフ
熊本市東区尾ノ上2-3-3-1

中　村　正　美
☎090-9724-5115 

福　田　正　寛
☎096-363-1651   

山　田　雄　久
☎090-8396-1089  

二　神　嗣　雄
☎096-378-1010

中　村　　　守
☎096-337-5103

前　川　浩　幸
☎096-356-2482

古　財　良　一
☎096-311-5415  

奥　田　洋　実
☎096-343-5673

田　中　　　浩
☎096-372-0455 

大　石　裕　子
☎096-322-8232   

佐　多　多　希
☎096-352-0231   

鶴　田　智　也
☎096-213-2200   
    

    

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
㈱Ｃ＆Ａ会計
熊本市西区島崎2-24-6

歌岡　宏信
熊本市東区江津1丁目7-17

畑　島　　　智
☎096-274-1201 

歌　岡　宏　信
☎090-7453-2864  

２

　平成 30 年 9 月 7 日、熊本県倫理法人会平成
31 年度辞令交付式がザ・ニューホテル熊本にて
開催されました。当日は一般社団法人倫理研究
所、丸山敏秋理事長のご出席を賜り、丸山理事長、
森本宏九州沖縄方面長、山本浩県会長より辞令
交付頂きました。
　また、前年度は惜しくも普及率 2 位となりま

したが、今年度は悲願の普及率 1 位に向け各地
区長より目標と決意を力強く宣言されました。
　各役員がそれぞれの役割を認識することが出
来、全国をとりに行く体制が整った事を強く感
じました。
　全員一丸となり掲げた目標を必達しましょう。
　　　　熊本東倫理法人会　広報　金只　成人

　去る、9 月 7 日㈮ 当単会役員、10 名にて参
加致しました。
　丸山理事長より辞令を交付頂く事に感謝しな
がら、本年度も役員「心をひとつ」にして、新
たな役員をお誘いする。来年は、より多くの役
員と、この辞令交付式に参加できるように、倫
理法人会にとってスタートにあたり役員一同、
各役割を全うするように決意ができた一日でし
た。　　八代中央倫理法人会　広報　齊藤　正

平成 31年度 熊本県倫理法人会 辞令交付式

熊本県倫理法人会
山本 浩会長

一般社団法人 倫理研究所
森本 宏九州沖縄方面長

一般社団法人 倫理研究所
丸山敏秋理事長

辞令交付式　会　場

辞令を受ける熊本県倫理法人会 山本 浩会長

倫理活動

パワー全開！

玉名倫理法人会
役員一同

左から辞令を受けた川﨑隆男幹事長、吉田秋正県北東地区長
　　　　　　　　　村上尊宣県央地区長、那須一郎県南地区長

「辞令交付式参加について」
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会　員　企　業　紹　介（敬称略）

水俣芦北

それぞれの仕事が始まります。芦北町の本社を拠
点に、南は鹿児島県阿久根市から北は高速で行っ
て１時間半の圏内（熊本市内あたり）までが、営
業範囲になっています。
　40 年記念事業として、ミャンマーの貧しい村に
新しい学校を建設し贈呈されました。川尻社長に、
倫理の素晴らしさについて質問したところ、「自然
体です。倫理は、生きる規範です。自分自らが頑
張らなければいかんという気持ちにさせられると
ころです」と、即答されました。長男の川尻貴文
氏（35）が専務取締役に就任され、創業 50 年に
向けて事業継承も着実に進んでおり、これからの
ますますのご発展が期待されます。

　熊本県南の芦北町に本社を置く株式会社川尻型
枠工業は、今年創業40年・設立30年を迎えました。
９月８日には芦北町女島の活力推進センター「ゆ
めもやい」で、社員のみで記念式典が開催されま
した。
　創業者であり代表取締役の川尻成美氏は、平成
３年８月、水俣倫理法人会（現水俣芦北倫理法人会）
に入会、倫理歴 27 年の倫理経営者です。平成 16
年９月から 21 年８月まで５年間会長を務められ、
倫理経営の普及に貢献されました。その後、今日
まで同会相談役として活躍されています。
　川尻型枠工業は、現在従業員 32 名の中堅企業
になりましたが、創業して 12～ 13 年目、バブル
がはじけた後に苦難があり、規模縮小をせざるを
得ず、長年一緒に働いてきた従業員数名に辞めて
いただいたそうです。経営者にとって辞めていた
だくことほど苦しいことはない、と言われます。
　現場に出かける作業員の朝礼は、芦北町豊岡の
資材センターで毎朝午前６時 25 分に開始されま
す。毎週月曜日には、「挨拶実習」、「セブンアクト
の唱和」を中心に行い、「職場の教養」は毎朝輪読
して出発。それぞれの工事現場に、８時前 10 分
には到着し、作業所の「ＫＹ活動」を行ったあと、

株式会社　川尻型枠工業
代表取締役　川尻　成美

熊本市中央

友達が倫理法人会
への入会を決めま
した。輝いている
状態でいることが
一番の有効な “普
及” かなと思って
います」。

　「人生は神の演劇。その主役は己自身である」。
波乱万丈なご自身の人生をバックグラウンドに、
万人幸福の栞・第十七条をテーマにした講話が好
評で、各単会のセミナー講師としてもご活躍され
ている、森からし蓮根の森裕子会長。
　倫理法人会には、10 年以上前に入会。毎週 MS
に通われているそうです。「倫理感をもって生活し
ていくことが大事。普段わかっていて実行できな
いこともありますが、MS はその気持ちを思い起
こしてくれる絶好の機会」なのだそうです。立て
続けに襲ったご家族のご不幸やお仕事での苦難…
順風万風ではなかった人生だからこそ、倫理の学
びに深く共感ができるとのこと。
　「いつも明るく元気に振る舞っている私の様子を
みて、『倫理に行っているよ』と話をすると、その

森からし蓮根 有限会社
　会長　森　 裕 子

元祖 森からし蓮根
細川忠利公にからし蓮根を献上した先祖の森平五郎から数えて
現在十八代目。旧城下町の新町に本店を構え、熊本（鶴屋、
城彩苑、空港店）、東京、大阪はじめ、全国各地のデパートの
物産展へ出店し展開している老舗の人気店です。

いきいき明るく元気よく。
その姿を見せることが最大の “普及” に。

３

　８月 23 日記念すべき天草の地において、熊本県倫理法人会役
職者基礎研修会が開催をされました。当日は各単会より沢山の役
職者が参加をされ午前 10 時、九州沖縄方面、嶌本真人研究員に
よる法人会 31 年度活動方針の講話、緒方一義法人スーパーバイ
ザーの訓示で開会をし、その後各分科会毎に別れ 31 年度の各分
科会活動方針の活発な議論を行い全体会議の場で発表を行ないま
した。研修会終了後懇親会を開催し、各単会同士の親睦と熊本県
の年度目標 2,600 社達成に向かって全力投球していくことを誓い
合って閉会をしました。
　　　　　　　　　　　　荒尾市倫理法人会　広報　濱﨑　英利

　玉名倫理法人会は７月度のモ
ーニングセミナーで参加社数、
参加人数で日本一の偉業を成し
遂げました。単会参加社数平均
で 111 社、単会参加人数平均
で 133.3 人といずれも２位以下

の単会を大きく引き離してのトップ。城戸会長
を筆頭に、年頭に掲げた「ＭＳ日本一になる」
の目標を会員一丸となって見事達成することが
できました。
　「山中ＭＳ委員長をはじめＭＳ委員の皆様の後
押しがあり、これまで玉名倫理法人会を育て上
げてこられた歴代の牛島元会長、大城戸元会長、
本多前会長の力強い支えと幹事の皆様、そして
会員全員のご協力があってこそ達成できたもの

です。会長職を務めさせていただいて玉名のチ
ーム力の素晴らしさをあらためて実感していま
す」と城戸会長。
　新役員や新会員の協力もあって積極的な普及
活動に取り組み、８月にはもう一つの目標であ
った会員社数 170 社も達成しました。

株式会社ヨネザワ代表取締役社長の米澤房朝氏による講話

熊本県倫理法人会　役員研修会熊本県倫理法人会　役員研修会

７月度モーニングセミナー
自単会参加社数で日本一の快挙‼

玉名倫理法人会

玉名倫理法人会
城戸雄生会長

分科会発表
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青年委員会
　本年度の青年委員会のスローガンは「次世代
リーダーの自覚と実践」です。次の世代の熊本
県倫理法人会を担うリーダーを育成することを
目的として。
　若手リーダーの研鑽の場を作ること。学びと
交流を深めることができる場づくりをいたしま
す。今年度より新たに始める事業としまして「寺
子屋飲み会」を開催いたします。寺子屋飲み会
とは、居酒屋などの飲食店で倫理についての学
びを短時間したのちに、そのまま懇親会を行う。
といったものです。学びと親睦を深めることを
目的とします。
　もちろん、未会員の方の参加も大歓迎です。
倫理法人会について懇切丁寧に説明させていた
だきます。

　本年度の青年委員会も青年らしく朗らかに明
るく頑張りたいと思います。皆様のご参加よろ
しくお願い申し上げます。

　９月 29 日、エルセルモ熊本にて「平成 30 年
度 活動報告会 並びに 平成 31 年 新年度会」を
開催しました。平成 30年度の行事報告、収支決
算・監査報告、会費の使途説明。平成 31 年度 

澤田新会長、各委
員会担当者から今
期の活動指針発表
がありました。

　澤田会長の挨拶の中で、会員の皆様にはモー
ニングセミナーはじめ各種講演、特に「倫理指導」
を会員特典として積極的にご活用いただき、倫
理の学びを実感して欲しい。とありました。
　その後、行われた懇親会では熊本県倫理法人
会 山本会長、小佐井副地区長のご出席を賜り、
アトラクションで赤澤相談役のサックス演奏も
飛び出し♬♪最後に参加者全員に当たる抽選会
で大盛況の会となりました。
　熊本北倫理法人会
　　広報委員長　坂川　聡

新　入　会　員　企　業　紹　介（敬称略）

　初めまして。株式会社中九州技術コンサルタント、
代表の矢島哲士と申します。この度、相談役の山本
孝二様の御厚意により熊本東倫理法人会に入会させ
て頂く事になりました。
　弊社は熊本県山都町方面を中心に主に公共事業の
測量・設計を行っている会社です。まだまだ小規模
な会社ではありますが、倫理の教えを学び各種行事
（モーニングセミナー等）に参加して、倫理経営を実
践して今後も頑張っていきたいと思っております。
　皆様のご指導のほどよろしくお願いします。

㈱中九州技術
　　　コンサルタント
　代表　矢島　哲士

● 熊本東倫理法人会 ●

江藤ボートハウスにて　バーベキュー交流会（９月８日）

～美と健康はあなたの五感から～をテーマに
平成18年にオープン
　大事故から奇跡的な回復をした経験を基に自己治癒
のノウハウを原園式にプログラムしました。お一人お
ひとりのからだの声を聞き、体調不良を根本から改善
する方法を提案しています。熊本を拠点に日本各地で
発信しています。
　倫理法人会には昨年 11 月に入会。人としての倫理
を学びたく入会させて頂き、感謝しております。今後
とも皆様方のご指導の程、宜しくお願い申し上げます。

五センス（イッセンス）
　東洋医学研究家
　　　　原園　三月遥

● 玉名倫理法人会 ●

熊本北 球磨

　八代市倫理法人会では現会員様に対する満足
度向上と感謝の意を表すために総会を開いて 1
年間の活動の報告会をすることになりました。
　去る 8 月 3 日に八代ホワイトパレスにて第一
回会員大会を開催致しましたところ会員の皆様
と招待者の方総勢 73名の方に参加を頂き無事終
了することが出来ました。
　第一部会員大会では活動報告、会計報告及び

「わが青春!カントリーミュージック一筋の人
生」と題しチャーリー永谷様の講演会を行いま
した。第二部の会員交流会ではチャーリー永谷
＆キャノンボールによるディナーコンサートを
開催いたしました。
　熊本県でも前例のない会員大会でございまし
たが会員の皆様のご協力のお蔭で会員同士の交
流が深まり和気あいあいのうちに終了できまし
たことに実行委員会並びに役員一同深く感謝申
し上げます。
　　副会長　会員大会実行委員長　印口　八男

八代市

　球磨倫理法人会会長を拝命致しま
した、金澤自動車 代表 金澤英二郎
です。前年度迄、副会長を兼ねまして
広報委員長や朝礼委員長等のお役を
いただいて活動してまいりました。
満足出来た活動内容とはいえません
が、その貴重な経験を活かし、未熟
であった部分を補いながら、会の為
に貢献出来ればと考えております。
　特に活力朝礼につきましては訪問

指導などにも力を入れ、普及拡大は
もちろんのこと、退会防止まで視野
に入れ活動の中心をＭＳ・朝礼に重
点を置き、役員一同、一丸となって
粛々と取り組む姿勢でおります。自
身がまだまだ学ぶことも多く、日頃
の実践の積み重ねを踏まえて頑張る
所存であります。
　今後とも皆様のご指導宜しくお願
い申し上げます。

会　長
金澤　英二郎

県青年委員長　山　田　朝　日

ご挨拶


