倫理法人会は、まず経営者自身が純粋倫理を学び、活力に満ちた人間に変わることで、社員が変わり、社風が変わり、自社の繁栄を目指すものです。経営に関する“気づき・ヒント”の宝庫です。社員教育に活用する企業もあります。

㈱オカモト 代表取締役社長 岡本 光雄 会員
熊本県では、県内企業の労働環境向
上と雇用促進のため、2016 年から
「ブライト企業」認定制度が発足しま
した。この認定基準には、次のような
ものがあります。
①社員とその家族の満足度が高い
②地域の雇用を大切にしている
③地域への社会貢献度が高い
④黒字の安定経営を行っている･･･など、
２０項目の審査項目があり、最低でもこ
のうち 70％をクリアする必要がありま
す。弊社では２年前から坂本光司先生の｢いい会社の基準
100 項目｣の半分 50 項目のクリアを目指し、諸制度を整備
し、達成しました。その前提があったからこそ､弊社もこの
度､｢ブライト企業の認定」を受けることができました。
「光り輝く」を意味する、ブライト企業になると、県内マ
スコミでの企業紹介や、HP や広告での認定マークの使用、
県主催の会社説明会への参加など、会社イメージのアップ、
雇用機会の増加などのメリットがあります。一方、この制度
は３年ごとに更新の審査を受ける必要があります。
（グループ
社内報より抜粋）
●今回、認定を受けられた八代市倫理法人会の会員様●
新規：㈱末松電子製作所様
新規：㈱末松電子製作所様・アドバンフィット㈱様
㈱末松電子製作所様・アドバンフィット㈱様
更新：白鷺電気工業㈱様・
更新：白鷺電気工業㈱様・松木運輸㈱様・
松木運輸㈱様・松木産業㈱様

モーニングセミナーは毎週木曜朝６時八代グランドホテル
～平成 30 年度新入会員歓迎会の報告～

～参加者日本一１００名モーニングセミナー～

去る 9 月 28 日(金)グランドホテルにて開催い
たしました。月末のお忙しいところ 35 名の皆様
にご参加を頂きまして誠に有難うございました。
新入会員様、会員及
び役員の皆様に参加頂
きまして和やかな中に
終了することが出来ま
した。新入会員様の

いつもご参加頂きありがとうございます。今月は
今月は
｢参加者数日本一｣
｢参加者数日本一｣を目指してのモーニングセミナー
です。毎週１００名以上のご参加を頂ければ、必ず
日本一です。達成したい！達成したい！と願ってお
ります。今回は｢倫理実践がわかりやすい
｢倫理実践がわかりやすい講師
｢倫理実践がわかりやすい講師｣
講師｣を選
定しています。ご期待の上、ご参加ください。
朝活！モーニングセミナー委員長
朝活！モーニングセミナー委員長 杉浦 喜一

～

我が社の朝礼風景 第１弾 ～

入会式の様子
入会式の様子
出前活力朝礼指導を活用してください！

～経営者の集い(ナイトセミナー)のご案内～

八代北にて５４名の方に私の拙い講話に耳を傾
けていただきました。テーマは｢父を語る｣何もか
も捨てて早く分限者になれと教えられ、厚顔無恥
のみならず融通無碍(ゆうずうむげ)で有り、とほ
ろ酔い機嫌の時に私に語ってくれました。
｢他人に迷惑などかけることなく､自分の都合や
思惑だけで行動することなく、水の流れのように
清らかに進むように･･･｣を実践する日々です。ご
清聴ありがとうございました。 幹事 大石 俊成

純粋倫理をわかりやすい標語にした
「万人幸福のののの栞十七カカカカ条条条条」を
二カ条紹介します

～

【【【【苦難福門】】】】

・ ７日(八代北)山本雅子氏・１６日(熊本東)藤永勝利氏
・１４日(山 鹿)藤永和広氏・１９日(菊池合志)有田明美氏

講話者デビューの感想

二二二二．．．．苦難はははは幸福のののの門門門門

【 八代市会員の今月の講話
今月の講話予定者
今月の講話予定者です
予定者です 】

～

病 気や災難 、貧苦、 家庭不 和といっ た苦難 が
人 生には多 くあるが 、これ らは生活 の不自 然
さ 、心のゆ がみを自 分に教 えてくれ ている 。
し たがって 、苦難に 直面し たときは 、嫌が っ
た り逃げた りせずに 、堂々 と喜んで これを 迎
え よう。苦 難の原因 を取り 除くべく 自分を 改
めれば、そこに幸福の世界が開けていく。

会員の皆様の学びの場・交流の場として、研修会
及び懇親会を開催致します。八代市・八代北・八
代中央の３単会合同での開催となります。
共に学び、親交を深めましょう。
日時：平成３０年１１月３０日（金曜日）
研修会：１８：２０〜 懇親会：２０：３０～
場所：研修会：代陽コミュニティーセンター
懇親会：かつ樹(博物館の裏)☎35-0029

開催日：１１月２１日(水曜日)
●イブニングセミナー：午後４時３０分
テーマ｢波乱万丈 人生を振り返って｣
講話者：㈱みやはら 代表取締役会長 宮原ミツ子様
●忘年会：午後 6 時 かにしゃぶ食べ放題(90 分)
場所：阿蘇熊本空港ホテルエミナース
活輝く！女性委員長
活輝く！女性委員長 小林 緑

三三三三．．．．運命はははは自自自自らまねき、、、、境遇はははは自自自自らららら造造造造るるるる
【【【【運命自招】】】】

～ 純粋倫理の体得学習＆懇親会のご案内 ～

～女性委員会主催イベントのお知らせ～
イブニングセミナー ＆ 忘年会

人 の一生や 日々の生 活は運 命という 不可抗 力
で 左右され るもので はない 。自分の 力で切 り
開 くことが 出来る。 境遇も 、自分の 心の通 り
に 変わって いくもの だから 、喜び勇 んでこ と
にあたってゆけばよい。

テーマ：
「素直な心で運をつかむ」
講 師： 古賀 伸忠(こが のぶただ) 氏
日 時：平成３０年１１月７日
１１月７日(
１１月７日(水曜日)
水曜日)
午後６時３０分 ～ 午後７時３０分
場 所：八代グランドホテル ３F

朝礼を行っているが活力がない
これで良いのか悩んで
これで良いのか悩んでいる
んでいる
活力朝礼を導入したいが
活力朝礼を導入したいが
どうしたらよいか？ など
㈱藤永組様
悩まれている会員企業様！！
朝礼委員会に是非御相談下さいませ。当単会の朝
礼インストラクターがお伺いし、実演やヒントなど
アドバイスさせて頂きます。
掲載写真は 10 月 6 日(土)の朝８
時より行われました㈱藤永組様の活
力朝礼におじゃましてまいりました。
会員企業様のご依頼どしどしお待
ち致しております。 活力！朝礼委員長
活力！朝礼委員長 大石 雄一

モーニングセミナーを通通通通して、、、、いっしょに学学学学びましょう

なかには業務の都合
にて退会されたもの
の、再入会頂きまし
た方や、後継者の方
が参加下さいまして
活気あふれる交流会となりました。
当単会の 31 年度活動指針にもあります、
「異業
種交流会としての役割」を果たしてまいりたいと
存じます。これからも各種のイベントを企画して
参りますので、ご参加くださいますようお願い申
し上げます。
副会長 印口 八男

【モーニングセミナーに参加しての感想】

【 ブライト企業に認定いただきました 】

万人幸福の栞
十七カ条」
日は最良の一日、今は無二の好機【日々好日】苦難は幸福の門【苦
八代市倫理法人会会報
２０１8 年 十七カ条」日は最良の一日、今は無二の好機【日々好日】苦難は幸福の門【苦
難福門】運命は自らまねき、境遇は自ら造る【運命自招】人は鏡、万象はわが師【万象我師】
1１月号
夫婦は一対の反射鏡【夫婦対鏡】子は親の心を実演する名優である【子女名優】肉体は精神の
№４2
象徴、病気は生活の赤信号【疾病信号】明朗は健康の父、愛和は幸福の母【明朗愛和】約束を
違えれば、己の幸を捨て他人の福を奪う【破約失福】働きは最上の喜び【勤労歓喜】物はこれ
職場の教養
を生かす人に集まる【万物生々】得るは捨つるにあり【捨我得全】本を忘れず、末を乱さず
FM やつしろ放送中
【反始慎終】希望は心の太陽である【心即太陽】信ずれば成り、憂えれば崩れる【信成万事】
【反始慎終】希望は心の太陽である【
心即太陽】信ずれば成り、憂えれば崩れる【信成万事】
若手後継者もご出席
月～土曜日 7:55AM
己を尊び人に及ぼす【尊己及人】人生は神の演劇、その主役は己自身である【人生神劇】万人
己を尊び人に及ぼす【尊己及人】人生は神の演劇、その主役は己自身である【人生神劇】
万人
豊田様
吉田様

9 月 27 日 橋之口茂
橋之口茂氏｢熊本地震で生かされた倫理｣

ちょうど一年前に、橋之口さんの熊本地震時
の被災状況や、受け入れ等の講話を聞きまし
た。地震から２年が経ち、今回も『地震の時の
気持ちを忘れていた！』と気づかされ、日常の
当たり前が、当たり前でない事、感謝の気持ち
を思い出しました。
１番心に残った事は､医療チームの方々の場
所を提供される際に､暫くはそのスペースが､営
業出来ない事となり『一瞬､損得が頭をよぎっ
た』との内容の場面でした。１番優先すべき事
として『即行』の返事をされた実践力は､橋之口
さんの生命力溢れた姿そのものだと感じました｡
(Healing Salon Dreamy 小林 緑 様)
10 月 4 日 伊藤勇二
伊藤勇二 氏 ｢実践 実践 また 実践！｣

●自分経営が家庭経営に繋がり、会社
経営に続くこと。●心構えが行動に影響
し、やがて習慣となり、人格となること｡
双方、共に起点は自分の内側であること
に気付かされました。重要なのは環境や条件で
はなく、己がどのような思考と覚悟を抱くかだ
と感じました｡(
(宍倉税理士事務所 村上豊秀 様)
10 月 11 日 田中浩二
田中浩二 副市⻑｢八代市の重点戦略｣

久しぶりにモーニングセミナーに
参加させて頂き、新鮮な気持ちにな
りました。｢八代総合計画｣や｢市政
の５本の柱｣の話、｢フードバレー・
インバウンド需要、教育環境問題、
防災対策、八代・天草架橋建設｣など、内容が
すごく分かりやすいお話でした。5 本の柱は、
市⺠にとって、どの項目も大切な事だと思いま
す。この 2 年間に八代が大きく変わっていくと
感じました。ありがとうございます。
(㈱オカモト ⾈⼾ 克浩 様)

～

司会進行を終えての感想 ～

9 月の司会進行を担当させていただきました。
進行役については、マニュアルの要領に基づき
練習しましたが、当日は、緊張して手が震える
思いでした。「やればできる」と下腹に力をいれ
て、無事、月 4 回の役割を終了しました。毎
週、皆様方の熱意が伝わってきました。ありが
とうございました。
監査 髙村 睦夫

坐禅を体験してみませんか？
～ 法輪禅寺(
法輪禅寺(八代市松崎町 21−
21−1)にて
1)にて ～
~ 今月は１１月１8
今月は１１月１8 日 日曜日 朝６時です~
朝６時です

当日参加ＯＫです。気軽に経験してみましょう！！

八代市旭中央通 1010-1 八代ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
八代ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
TEL:0965TEL:0965-3232-4596 FAX:32FAX:32-4676
八代市倫理法人会 会長 豊田昌裕
広報委員長 中竹浩介

