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倫理 くまもと
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必ず起きる!
　　　　頑張ろう熊本。
必ず起きる!
　　　　頑張ろう熊本。

あります。
　ダーウィンは進化論に「最も強い者が生き残るのでは
なく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残
ることができるのは、変化できる者である」と説いてい
ます。倫理を学ぶ私たちは、変化に対応する苦難観の心
の持ち方の学びをしている
といっても過言ではありま
せん。
　倫理をより深く学び今年
を輝かしい年にいたしまし
ょう。

　新年明けましておめでとうございます。
　今年は、平成最後の元旦を迎え、会員の皆様におかれ
ましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
　平成の年号から新しい年号に変わります。年号が変わ
る年は大きく世の中も動き変化する年といわれています。
また、熊本大震災も４月で３年が過ぎようとし、復旧復
興も大詰めを迎え熊本経済も大きく変化していく年でも

熊本県倫理法人会
会長　山本　　浩

新年のご挨拶
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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 

日時　１月17日㈭　
　　　　セミナー：午後１時～２時
　　　　ティータイム：午後２時10分～３時

会場　八代グランドホテル
講師／倫理研究所 顧問 蓮実 利勝
演題：倫理を正しく学ぶ

県南地区女性委員会
アフタヌーンセミナー
県南地区女性委員会
アフタヌーンセミナー

新春１月行事案内新春１月行事案内新春１月行事案内2019年

ブライダルトータルプロデュース
B-Produce

結婚が決まったお二人を
サポートさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。
096-273-6069
又は、こちらからどうぞ！

建築で健康に
血流改善　 　NK細胞の活性化
免疫力向上　快眠サポート

熊本県知事登録 第5149

代表取締役
橋 下 大 介

熊本市東区花立６－９－83
TEL（096）３６５－６３９７
E-mail:wellness@cap.bbiq.jp

SOUKAICo.,Ltd.

あなたも
モーニング
　セミナーに
参加しませんか

県内20単会で
朝６：00～７：00
開催しています
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あなたも
モーニング
　セミナーに
参加しませんか

（　　　）

参加費
無料

お申し込み・お問い合わせ先　熊本県倫理法人会　TEL096-288-9398
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単会 会長、専任幹事を紹介

　『専任幹事１年生』の照れ屋で心優しい澤村専任幹事は、
倫理法人会のキャリアでは先輩ですが、『会長１年生』の私
が取り組もうとする方針や想いをよく理解してくれて、専
任幹事になってくれました。とても有難く心強く思ってい
ます。
　身体能力に秀でて仲間想いで好きな分野では奉仕を厭わ
ない熱き想いの持ち主です。
　本年度も今４か月を過ぎ、これからが一つ一つの具現化
の時。雄々しく一歩前に出た存在としてみんなの原動力に
なってくれることにより、単会の大きな前進とご自身の新
たな自己革新にも繋がっていきます。私もその牽引力とな
れるよう具体的に行動します。
　水俣芦北倫理法人会は、この『１年生コンビ』で当単会
役員さん達と共に頑張っていきます。

会　長
永　田　　　靖

専任幹事
澤　村　昭　仁

水俣芦北倫理法人会

Vol.1

　皆本雅一専任幹事は私が今期会長職を拝命するときに、
私が選任させていただきました。選任理由を一つ上げると
すると彼の「男前」さです。足場建設業や飲食業など幅広
く事業展開されており、県外の方にも視野を広げていらっ
しゃいます。しかも聞けば 10 人以上の大家族の家長であら
れて、子供さんの行事なども出来る限り参加されている、
素敵なパパでもあります。そんな多忙な中でも快く今回の
役を受けていただきました。感謝しかありません。
　何事にもめげず笑顔で立ち向かう、まさに「男前」皆本
雅一に私もゾッコンです。ともに他の役員の皆さまと力を
合わせて、倫友に寄り添う熊本東倫理法人会にしていける
と確信しております。ありがとうございます。

会　長
中　鶴　昭　一

専任幹事
皆　本　雅　一

熊本東倫理法人会

会　長
大　橋　武　司

専任幹事
渕　田　宏　志

　当会の渕田専任幹事は、何よりも細部に目が届く思慮深
さと、ＭＳには一番に来て準備をしてくれる勤勉さ、何より、
いつも冷静に物事を判断して下さる所が私と真逆であり、
だからこそ遠慮したり、考えさせられたりする事が沢山あ
りますが、倫理ではゴリ押しではなく、心を併せる事が大
事だと言われていますので、そんな渕田専任幹事と会を運
営していく事で、本当に様々な自分の欠点や改善点に気付
く事ができました。
　納得するまでは意志を変えない渕田専任幹事、これから
も自分に正直にいて下さい。あなたを納得させるのが私の
やりがいです。いつもありがとうございます。

熊本市南倫理法人会
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新入会員のご紹介（敬称略）

● 熊本東倫理法人会 ●

11 月 30 日現在

ピザハウス　コッコ
熊本市南区御幸笛田3-5-36

㈱テイスター熊本支店
熊本市南区田迎1丁目5番44号

大　塚　由　利
☎096-379-3002  

小　川　政　彦
☎096-273-9335   

● 玉名倫理法人会 ●
㈱でんきのサントップ
　　　　　久留米店
久留米市山川野口町16-50

㈱石結
熊本市東区戸島町931

クリーンライフ　松浦
玉名郡和水町内田615-2

合同会社 フォトスタジオかなえ
熊本市北区下硯川2丁目20-14

ＦＰエージェンツ㈱
荒尾市桜山町2丁目3-14

㈲金峰車体
熊本市西区上熊本2丁目2番28号

ようこそ！
じーばーず Cafeへ
熊本市中央区薬園町11-18　104

飯川鈑金塗装
熊本市北区植木町59-4

アクト環境
合志市御代志1712-8

坂　田　光　誠
☎0942-27-5951  

原　　　明　宏
☎096-234-6321    

松　浦　正　則
☎090-5386-8819     

小　野　優　香
☎096-339-6603 

鈴　木　紀代子
☎0968-51-3811 

濱　口　武　志
☎096-325-5309    

星　野　菊　子
☎096-346-1207 

飯　川　孝　光
☎096-342-4485   

鷹　野　秀　信
☎096-200-4829   

● 菊池合志倫理法人会 ●
菊池ふるさと体験協議会
菊池市雪野365
　　

米　村　達　郎
☎0968-27-0701    

● 熊本市中央倫理法人会 ●
楠本　和美
熊本市中央区水前寺公園5-11-602
　　

楠　本　和　美
☎096-381-0205    

● 熊本市南倫理法人会 ●
㈱みらい　大同スマイル保育園
熊本市西区春日7丁目22-18
　　
ワールド・ファミリー
熊本市南区良町2-7-23

長　野　英　子
☎096-276-6608   

小　西　那　奈
☎070-6506-7196   
    

● 熊本市倫理法人会 ●
熊本電力㈱
熊本市中央区水前寺6-36-9
　　　 県庁東門前ビル４F
　　
JAZZ 酒場かっぱ
熊本市中央区水前寺3-15-18

㈲アジア・コンクリート・ポンプ
熊本市南区城南町高1191番地１

のあ不動産企画㈱
熊本市東区長嶺南7丁目20番17号

㈱ベストワーク
熊本市中央区妙体寺町8-10

竹　元　一　真
☎096-284-1591  

藤　野　さをり
☎096-237-7276    

内　田　政　親
☎0964-28-7661   

荒　木　頼　信
☎096-367-9095 

松　尾　隆　正
☎096-343-9653       

    

● 天草倫理法人会 ●
天草電力㈱
天草市栄町10-25  益田ビル1F
　　
㈱イーステージ
東京都世田谷区上祖師谷5-31-12

竹　元　一　真
☎096-284-1591 

石　丸　貴　樹
☎03-6909-0755    

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
㈲ニコニコモータース
下益城郡美里町涌井2336-1
　　

吉　谷　龍　二
☎0964-47-2525    

● 八代北倫理法人会 ●
㈲コダナス企画  洋食亭
宇土市花園町223-1
　　
㈲コダナス企画  洋食屋
宇城市小川町河江1048-2

松　本　髙　典
☎0964-22-5811 

水　田　義　一
☎0964-43-5766     

● 球磨倫理法人会 ●
㈱中央設備
球磨郡山江村万江甲1049番地1

竹　本　神代郎
☎0966-22-7784  

● 八代中央倫理法人会 ●
O2サロン yatsuhiro
八代市千反町2-10-12

松　永　宗　謙
☎070-4722-4524  
    

　去る平成 30 年 11 月 29 日㈭、熊本市中央倫理法人
会主催によるナイトセミナーがくまもと県民交流館パ
レアのパレアホールにて行われました。
　講師は、宮崎市倫理法人会会長の水谷もりひと氏。
宮崎中央新聞社の編集長として、心を揺さぶる社説を
25 年間発信し続ける水谷氏は、全国各地に多数の愛読
者を抱えています。講演テーマは「仕事の感性に磨き
をかける秘策」として、経営者向けの話から人生、倫
理との出会いから実践の話まで、時には笑いを交えな
がら、心に深く突き刺さる内容で聞き手を魅了。
　当会役員によるセミナー開催告知、運営への尽力、
合わせて熊本県央地区全体でも村上地区長を中心に各
単会役員により集客した成果も出て、260 名以上の来
場で賑わいました。翌朝引き続いて水谷氏の講話が行
われた当単会のモーニングセミナーでも参加者が 90 名
を超え、２日間に渡って成功を収めることができまし
た。

ナイトセミナー
宮崎中央新聞社 魂の編集長
　　　　　　水谷もりひと氏来熊
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　今から 8 年前に八代市倫理法人会の副事務長となりモー
ニングセミナーに参加するようになりました。
　週一回の早起きなら出来るだろうと思い、90% 位は出席
していて、12 月頃には分封することになり、専任幹事を受
けました。
　役員になって数ヶ月、専任幹事を受けた、新しい役員さ
んばかりでベテランの役員さんは１人だけ、このような状
態で新しい単会を運営出きるのか、と考えたときに、当時
同じ時期に役員になった山下大輔君は必要だとおもいまし
た。
　分封してから私は専任幹事、山下君はモーニングセミナ
ー委員長、私が会長になるまで 2 人とも他の役をすること
はありませんでした。
　こういう訳で私が会長になったら、専任幹事は山下君と
決めていました。やはり間違いではなかったし、とても頼
りになる専任幹事です。

会　長
久保田　健　嗣

専任幹事
山　下　大　輔

八代中央倫理法人会

専任幹事
牛　嶋　武　司

会　長
城　戸　雄　生

　今期から専任幹事に着任していただき、まずすぐに感じ
たことは「仕事が早い」「約束や時間を守る」「根性がある」
ことです。熊本市中央区で税理士のお仕事をされています
が、「思いやりがあり小さいことにもよく気がつく」ことや
「自分の仕事は後回しで他人のお世話を優先される」ところ
は、きっと顧問先にも高い評価を得られていることでしょ
う。
　何につけても “凄い” 専任幹事で、一緒に活動してとても
頼りになり助かっています。これからも益々ご活躍される
ことを期待しています。

玉名倫理法人会

　私は、今年 9 月から熊本市託麻倫理法人会の会長を拝命させていただい
ております。私には、会長としての使命を気づかせてくれ、心強くサポー
トをしてくれる自慢の専任幹事がいます。その名を伊波啓太専任幹事と言
います。私は新任の会長ですが、伊波専任幹事は２年目ですので、わたし
よりベテランです。池田前会長をサポートした、その手腕で、未熟な私を
温かく支えてくれています。
　私の自慢の専任幹事はモーニングセミナーでお話しをするのが大好きで
す。勇気と元気を与えるパワフルな講話をしてくれます。私もその講話を
聞くのが大好きで、伊波専任幹事が話される際には可能な限り、お邪魔さ
せていただいております。是非、自慢の伊波専任幹事を講話にお呼び下さい。
私も共にお邪魔させて頂きます。
　また、私は伊波専任幹事とともに、会員の皆さまに、1 日 1 日を大切に
生きていくことの大切さをお伝えし、ほがらかで安らかな 1 日のスタート
がきれるモーニングセミナーを開催したいと願っています。ぜひ、託麻に
も足をお運び下さい。

会　長
中　園　朝　子

専任幹事
伊　波　啓　太

熊本市託麻倫理法人会
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　はじめまして、この度八代北倫理法人会に入会さ
せて頂くことになりました有限会社ハギノの代表を
務めます萩野真と申します。
　弊社は八代市鏡町に本店を置き婦人服の販売を行
なっております、主にゆめタウンさんやイオンモー
ルさんなどのショッピングモールに店舗を構え営業
しております。
　此れからも倫理法人会で学んだことを経営に人生
に活かしていきたいと思いますので皆さま、よろし
くお願いいたします。

㈱爽夬
　代表取締役
　　橋本　大介

● 熊本市託麻
　　　 倫理法人会 ●

　自宅やオフィスの室内空気環境をマイナスイオン
の多い空間にすることで人体の血流を改善し免疫力
を高め、がん細胞やウイルス感染細胞などを攻撃す
る NK 細胞を活性化させる室内空間の施工・販売を
しています。
　倫理の教えにあります「明朗」・「愛和」・「喜働」
の実践活動を行っていきます。皆様ご指導の程、よ
ろしくお願いします。

有限会社ハギノ
　取締役　萩 野　 真

● 八代北倫理法人会 ●

　私は次男で、会社は兄が継ぐことになっていたた
め、コック、サービス業など地元に帰ってくるまで
いろいろな仕事をしてきました。兄が家庭の事情に
より、会社を退社し、父も 80 才になったことをきっ
かけに、私が会社に入社しました。
倫理との出会い　父が最初に倫理法人会に入会して
32 年になりますが、私が代表社員になったのをきっ
かけに父の代わりにモーニングセミナーに行く様に
なりました。現在は、球磨倫理法人会の会長として
頑張っております。
今後の目標　会社に倫理経営を取り入れ、地元の活
性化に役立てる様な会社造りを目指します。

事業内容　球磨郡多良木町に鉄工所から自動車整備
業に移行させ、創業 62年になります。
　当時、林業関係の仕事が盛んで、小型、大型トラ
ック、オート３輪など高度成長の波に乗って車の利
用が多くなることをみこして父が起業したと聞きま
した。

合資会社
　金澤自動車
　代表社員　金澤  英二郎

会　員　企　業　紹　介（敬称略）

球　磨

委員会活動

　11 月 18 日㈰、熊本ヴォルターズ観戦イベントを
行いました。約 80 名の会員様・未会員様のご参加で
とても盛り上がりました!会員企業様であります熊
本ヴォルターズの勝利を目の前で分かち合うことが
出来て嬉しい時間でした。次回はまた、来年 4 月に
開催出来ればと今から心待ちにしています。
　熊本ヴォル
ターズのみな
さま、ぜひ、
B1 リーグへ
の昇格応援申
し上げます。

★女性・青年委員会コラボイベント★
　11 月 21 日㈬、イブニングセミナーを開催致しま
した。阿蘇の会員企業様であります、スーパーみや
はら 宮原会長を講師に迎え、最高のひと時を過ごす
ことが出来ました。
　熊本県女性委員会が推進しますアフタヌーン、イ
ブニングセミナーは全国の女性委員会から注目をい
ただいているセミナー。毎回のクォリティを上げて
いくことが参加くださるみなさまへのおもてなしだ
と身が引き締まる思いです。先輩経営者の方から学
ばさせていただき、また実践すること。自己革新を
遂げていくための近道。それを繰り返し繰り返し取
り組めるのが倫理法
人会での学びではな
いでしょうか？
　次回は県南地区女
性委員会主催のアフ
タヌーンセミナー。
1 月 17 日ぜひお越
し下さい。

★県北東地区女性委員会主催★
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　島村鉄兵さんは、心配りが素晴らしく、いつも先手先手
で動いて下さる、とても頼りになる熊本市西の専任幹事で
す。
　また、いつも笑顔を絶やさず、どんな時も責め心を出さ
ずに、周りを温かく包んで「やる気」を出させて下さいます。
最後に、皆さんご存知の通り、超カッコ良いです‼
　一緒に楽しく頑張ってまいります。

会　長
藤　岡　久　子

専任幹事
島　村　鉄　兵

熊本市西倫理法人会

専任幹事
橋　口　裕　次

会　長
奈　須　悦　雄

　専任幹事としては、当事者意識を持って役に徹しており、
全体を見渡しながら、気づいたことは即実行に移すことや、
周りの人への気配りができる人材である。会長と心を合わ
せて、当会を活性化しようという気持ちは有難い。フレン
チレストランのオーナーシェフでもあるので、当会の普及
会議を毎週橋口さんのお店で開催しているが、早朝にもか
かわらずおいしい朝食をいただいている。感謝!

熊本市中央倫理法人会

専任幹事
永　田　伸　悟

会　長
金　澤　英二郎

　永田専任幹事は、これまで前赤池会長と 3 年間心を合わせ協力
しあいながら球磨を盛り立てていただきました。そういった経験
もあり、今期も会長として何もわからない私を、時には見守り、
時には助言をしてもらいながら、お互い切磋琢磨して頑張ってお
ります。私も前役職は副会長としてお互いの仕事場を行き来しな
がら、少しながらも協力はしていましたが、専任幹事の働きぶり
は尊敬に値するものでした。
　今回、私が会長を拝命した時、専任幹事には永田さんをと無理
を言って引き受けていただきました。私にとって最も信頼できる
存在だったからです。これからもこれまでの知識と経験を活かし
ていただき、これからの球磨倫理法人会を盛り上げていきます。

球磨倫理法人会

　私と専任幹事の出会いは H28 年度朝礼委員会で、委員長
と委員の関係でした。朝礼ライセンス研修では同じタイミ
ングでライセンスを取得しながら一緒に学び、会員企業へ
朝礼指導も実施してきました。
　その後朝礼委員長を引き継いでいただき、今期は私が会
長を拝命するにあたり専任幹事をお願いしました。頼りに
なる相棒として、また倫理を学習する倫友としても共に成
長できる関係でいたいと思っています。
　今後ともよろしくお願いします。　

会　長
豊　田　昌　裕

専任幹事
川　﨑　祐一朗

八代市倫理法人会

５

新　入　会　員　企　業　紹　介（敬称略）

　弊社は創業以来、各種調査・測量を事業の柱とし
てこの熊本市に創業いたしました。 熊本ではまだまだ
浸透していない、国土交通省が推奨しているアイ・
コンストラクションにいち早く対応した技術（ICT
土木に対応した３D測量・着工前測量など）を強みに、
日本の、そして人の未来を良くする会社になってい
きたいと思っております。 
　倫理法人会へは平成 30 年度 7 月に、ご縁を得て入
会いたしました。まだまだ小規模ですが、確かな技
術に加えて、自己革新が叶う会社造りが行えるよう
な、また社員の幸せを考えられるような経営者を目
指して、新しい気付きの学びをこれからも頑張って
いきたいと思います。 
　皆様、よろしくお願いいたします。

有限会社KOUSOKU
　代表取締役　尾前　享宏

● 熊本市南倫理法人会 ●

　熊本市東区で保険乗合代理店に所属しているファ
イナンシャルプランナーの鶴田です。
　倫理のＭＳに参加してみようと思ったきっかけは、
いつも大変お世話になっている熊本北倫理法人会の
吉冨さんと馬場口さんに案内いただいたからです。
　参加してみて、朝から皆様の勢いに圧倒されてい
ましたが、参加する機会をいただいたことに感謝し、
前向きに取り組むことで、自分を成長させていくこ
とができると思い入会しました。
　倫理は朝早いので、早速生活習慣を早起きに変え
ることができました。また、早起きの習慣は自身の
現状を把握できる良いバロメーターにもなります。
言い訳して休んでいないか、前向きに取り組めてい
るかがわかります。このいただいた環境を活かし、
皆様に教えていただきながら自己成長していきたい
と思います。

株式会社イデアルライフ
　ファイナンシャルプランナー
　　　　　鶴田　智也

● 熊本北倫理法人会 ●

　はじめまして‼合同会社熊本楽援隊の石原と申し
ます。熊本市水道町にて、プラスワン熊本店という
オリジナルウェア & グッズ製作販売のお店を経営し
ております。
　熊本の皆さまの一体感や団結力、ありがとうや頑
張ろうの気持ちを楽しく応援する為に、心を込めて
オリジナルを作るお手伝いをさせていただいており
ます。
　ご縁があって、7 月より倫理法人会に入会いたしま
した。微力ながら地道に学んで参りたいと思ってお
りますので、今後ともよろしくお願いいたします。

合同会社 熊本楽援隊
　代表社員　石 原　  健

● 熊本市西倫理法人会 ●

　熊本県南・葦北郡芦北町の中山間地にある牛舎で、黒毛和牛は
じめ肉牛約 200 頭を飼育している川口誠二さん（54 才）。芦北高
校を卒業後、東京に就職されましたが、すぐにふるさとが懐かし
くなり、芦北町に戻り再就職。２年後に、父親の後継者として就
農されました。今から 33 年前は 60 頭でしたが、黒毛和牛を飼育
するため牛舎を拡張され、今日に至っています。
　さる 9 月 1 日、福岡県太宰府で開催された第 42 回九州管内系
統和牛枝肉共励会で、川口さんが育てた牛が「銀賞三席」を受賞
しました。九州 8 県から 136 頭の牛が参加して競われたもので、
川口さんの受賞は、平成 26年の受賞以来 4年ぶりでした。
　川口さんは、10 年前に父親をなくされ、その後宮崎で口蹄疫が
社会の大きな問題になったとき、畜産業に不安を感じましたが、
再建のために頑張っている同業者の様子を見ながら、自分も頑張
ろうと努力して来られました。
　川口さんは、今年６月から水俣芦北倫理法人会に入会。その後、
モーニングセミナーもナイトセミナーも欠かさず参加されていま
す。「ＪＡあしきた」の畜産部会長も務めておられ、「これからの
農業や畜産業は、経営者としての感覚が必要だと思います。自分
を磨く気持ちで倫理を学び、実践し、周りの人にご恩返しができ
るように頑張ります」と語っています。

川口牧場
代表　川口　誠二

● 水俣芦北倫理法人会 ●

株式会社
　　プラスワンインターナショナル
【プラスワン熊本店】
〒860-0844
熊本市中央区水道町 8-1　よねはくビル 301
店舗電話　096-277-1557
店舗 FAX　096-277-1558
電子メール　kumamoto-01@p1-intl.com 
★営業時間★
10：00 ～ 18：00　※土日・祝：お休み※
 HP：http://www.p1-intl.com


