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倫理 くまもと

　私も会長を務めさせて頂き、熊本県内はもちろん砂漠
緑化活動や海外の式典にも参加することができて視野が
開けました。
　山鹿で生まれ育った山鹿が大好きな私ですが、倫理法
人会の仲間と集う時、居心地が良く自然に笑顔があふれ
ます。だからこそ、もっと笑顔の仲間を増やしたいと願
っています。
　８月 15日と 16日は山鹿灯籠まつりです。
　『来なっせ!』『きれいかばい!』

　山鹿灯籠・さくら湯・八千代座のあるまち山鹿。豊前
街道を一緒に歩いてみませんか？
　そんな歴史のある山鹿に倫理法人会ができて早 30 年、
「100 の笑顔が輝く山鹿市倫理法人会」をスローガンに少
しでも多くの方に仲間になっていただき幸せを分かち合
いたいと働きかけています。おかげ様で倫理法人会も少
しずつ認知度がアップしているように思います。

山鹿市倫理法人会
会長　川上　とし江

自然に笑顔があふれる山鹿へ

静寂の中に力　発見‼
　　　　　　頑張ろう熊本。
静寂の中に力　発見‼
　　　　　　頑張ろう熊本。
静寂の中に力　発見‼
　　　　　　頑張ろう熊本。

山鹿灯籠千人踊り（８月15・16日）石の風車（山鹿市・一本松公園）
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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 

新入会員のご紹介（敬称略） ５月 31日現在

● 熊本東倫理法人会 ●
株式会社 Ｓｄｉ
阿蘇郡西原村布田1241-5

佐々木　真　弓
☎096-279-3912     
    

● 山鹿市倫理法人会 ●
美容室 アリス
山鹿市城3675-9

オリーブの種
山鹿市山鹿1141-1

北　原　元　美
☎090-4772-6455    

森　嶋　美智子
☎0968-33-4656 

● 玉名南倫理法人会 ●
（一社）WING SCHOOL
熊本市中央区神水本町9-29

garden shop 菊水ナーセリー
玉名郡和水町竈門1867-1

興亜建設工業㈱
玉名郡長洲町大字腹赤
　　　字堀越1530番地１

合ゴーイングサポート
玉名郡長洲町清源寺774-1

長野社労士事務所
熊本市西区島崎2-5-39  506

永清和寛事務所
合志市豊岡1900-188

野尻税理士事務所
玉名市中字平畑1836-6  2F

田　上　善　浩
☎096-327-8567    

原　　　翔　吾
☎0968-86-4432      

末　吉　益　美
☎0968-78-6268       

中　山　　　毅
☎0968-78-3552   

長　野　加寿美
☎096-352-2980  

永　清　和　寛
☎096-240-2776  

野　尻　富　也
☎0968-82-8249   

● 熊本市西倫理法人会 ●
後藤きもの教室
熊本市南区平田1丁目6-15
　　

後　藤　美智子
☎096-326-5728     

● 熊本市南倫理法人会 ●
NPO法人 オーケストラ創造
熊本市中央区神水本町1-30  1003
　　
ALLEDGE
上益城郡益城町惣領1129 B-102
　　
株式会社 アヴァンス
宇土市走潟町698-3
　　
旅の漫遊 熊本支店
熊本市南区城南町さんさん1-7-6
　　
而今に生きる
熊本市中央区下通1-2-8
　　　　第3森山ビル地下

坂　本　一　生
☎096-383-9249   

下　田　芳　郎
☎090-6423-0783

髙　野　弘　美
☎0964-23-2648

小田原　　　章
☎050-1050-5573

守　田　達　也
☎096-355-1533     
    

● 熊本市倫理法人会 ●
株式会社 キュウプレ
熊本市中央区水前寺3丁目3番25号
　　　増永水前寺ビル101号

株式会社 アクセント
熊本市中央区平成3丁目15番5号

藤　平　佳　子
☎096-288-7545       

井　上　　　保
☎096-285-4035

    

● 熊本北倫理法人会 ●
熊本アイ・ビー産業㈱
　　　　　今藤工場
熊本市北区植木町今藤543

天地元水神社
熊本市中央区上水前寺2-7-2 201号

堤　　　勝　也
☎096-275-5101   

渋　江　公　昭

● 熊本市中央倫理法人会 ●
㈱ dream factory
熊本市北区武蔵ケ丘1丁目8-15
　　　   エクセルハイム１Ｆ

川　上　彰　一
☎096-215-2766       

    

● 宇城倫理法人会 ●
華月園
宇城市松橋町松橋859-1

丘　　　智　裕
☎0964-32-1157   

● 天草倫理法人会 ●
第一生命保険㈱
  熊本支社 天草オフィス
天草市東浜町7-10

大　田　智　子
☎050-3782-7332  
     

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
玉泉院御領会館
熊本市東区御領7丁目2番1号
　　

吉　本　泰　裕
☎096-389-1000

● 宇土市倫理法人会（仮称） ●
ゆたか警備 株式会社
熊本市中央区水前寺
 　　5丁目26番28  201号
　　

武　田　竜　志
☎096-234-7733  

● 菊池合志倫理法人会 ●
㈱ともづなリハサービス
菊池市西寺1581

有限会社 明るい農村
菊池市旭志新明741-1

医療法人 永裕会　
　たかはし歯科医院
菊池市泗水町吉富2279-5
　　

冨　来　一　到
☎0968-23-7570   

末　廣　勝　也
☎0968-37-4004   

高　橋　裕　輔
☎0968-38-5199          

● 八代北倫理法人会 ●
株式会社 江川組
八代市鏡町両出1324番地1

江　川　信　二
☎0965-52-2049  

● 八代市倫理法人会 ●
特定非営利活動法人 八竜会
八代市坂本町西部い2877-1
　　
株式会社 奉徳工業
八代市港町344-27
　　
㈱トータル・ケア・サービス
八代市郡築一番町64番地2

松　本　房　人
☎0965-36-1235

藤　本　真　司
☎0964-43-4414  

高　島　誠　也
☎0965-53-3780  

● 人吉市倫理法人会 ●
株式会社 鮎里ホテル
人吉市九日町30
　　
株式会社 井福工業
人吉市城本町531-5
　　
社会福祉法人 耕心会
　　　　　こども園
球磨郡錦町西3604-7

有　村　充　広
☎0966-22-2171 

井　福　　　綾
☎0966-32-8001  

米　澤　耕　夫
☎0966-38-1515   

● 球磨倫理法人会 ●
有限会社 夢乃蔵
球磨郡あさぎり町上東112番地1
　　
株式会社 エース産業
球磨郡相良村柳瀬985-36

溝　口　秀　子
☎0966-47-0283 

坂　本　雄　三
☎0966-22-4890
   

● 玉名倫理法人会 ●
株式会社 ありす
玉名市安楽寺675

松本建設 株式会社
玉名市松木40-3

武　岡　寿　美
☎0968-74-0296 

松　本　隆　義
☎0968-73-4125  

● 阿蘇倫理法人会 ●
㈲後藤造林建設
阿蘇市波野滝水199-1

キャタピラー九州㈱
　　　　　熊本支店
菊池郡菊陽町原水3802-40

後　藤　吉　信
☎0967-24-2112  

浦　川　謙　吉
☎096-232-9770  

● 荒尾市倫理法人会 ●
有限会社 吉村建設
玉名市松木42-15

寿司小太鼓
荒尾市野原1241-5

豊建設工業 株式会社
荒尾市大島字角田104-5

吉　村　信　房
☎0968-72-8884 

寺　本　信　弘
☎0968-68-4622

仲　島　光　晴
☎0968-62-0478  

おかげさまの感謝をこめておかげさまの感謝をこめて

創業大正７年

代表取締役社長　白瀬 貴美子

〒861-5522　熊本市北区下硯川町 2205 番地
TEL 096-355-3321  FAX 096-326-3160

大石武徳�




テーマ「大転換の時代 －岐路に立つ－」

２

　年に一度の倫理経営講演会「大転換の時代～岐路に立つ～」の
テーマの下、宮本次郎法人スーパーバイザーをお迎えし100名を
超える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？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。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りましょう!
　明るく楽しい
若さ溢れる熊本
市南倫理法人会。
　ぜひお気軽に
覗きに来てくだ
さい。

明日から この学びを実践したい!

熊本市南倫理法人会

熊本市中央倫理法人会

　平成 31 年 4 月 25 日、熊本市中央倫理法人会主催の平
成 31 年度倫理経営講演会がくまもと県民交流館パレア
にて開催されました。
　講師に迎えたのは河野武彦法人アドバイザー（埼玉）、
東原寛二法人レクチャラー（香川）の両氏。「大転換の時
代－岐路に立つ－」を主題に、それぞれの事業における
倫理法人会との関わりから、学びや実践まで、情熱的な
講話をいただきました。
　当日は、同法人会会員を中心に、高校生から未会員の
経営者まで 130 名超が参加。今回をきっかけに未会員の
新入会にもつながり、成功を収めることができたことを
ご報告します。

テーマ「大転換の時代 －岐路に立つ－」

水俣芦北倫理法人会

　令和元年度倫理経営講演会（水俣芦北倫理法人会主催）
が、５月 21日夕、水俣市内あらせ会館で開催されました。
未会員を含 70名が参加しました。　
　永田靖会長が開会のあいさつをしたあと、倫理経営イ
ンストラクターの大河内慶吉・静岡県倫理法人会幹事長
が、「『やればできるよ』～赤字なら社長を辞める～」のテ
ーマで、ご自身の経営者としての体験を披露され、「倫理
指導」を受けて素直に実践することの大切さを、力強く
発表されました。
　つづいて法人局参事の山路卓司・法人アドバイザーが、
「大転換の時代～岐路に立つ～」のテーマのもと、大転換
期にある経営者の心得について、国家の歴史認識や今日
の社会状況などをしっかり学んだうえで、これからの生
きる方向を決定していただきたいと強調されました。

新入会員企業紹介（敬称略）

　この度、熊本東倫理法人会に入会
しました代表の森 智恵です。
　当社は 2001 年創設以来、大切な
家族の一員となる愛犬・愛猫の販売、
ホテルやトリミングといった美容をはじめ、ナチュラル
ビューティーをテーマとした「Tomoe Mori ブランド」
は本当に必要なものしか入っていないペットフード、お
やつ、シャンプー等全国で愛用頂いております。
　初めて MS に参加した時
には活力朝礼に圧倒されま
したが、当社でも是非実施
したいと思い従業員に話し
たところ快く受け入れられ、
職場の教養を活用した朝礼
を実施しています。

株式会社 エムズ
　ペットサロン エムズ

熊本東倫理法人会
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出前活力朝礼指導の依頼お待ち致しております!

朝礼を行っているが活力がない
これで良いのか悩んでいる
活力朝礼を導入したいが
　どうしたらよいか？  など 
悩まれている会員企業様‼

　是非、朝礼委員会に御相談下さいませ。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。

八代市倫理法人会　活力!朝礼委員長　大石  雄一

八代北倫理法人会　専任幹事　伊藤  慶輔

～ 我が社の朝礼風景 第２弾 ～

　11 月６日㈫の宍倉
税理士事務所様の活力
朝礼の様子です。

　宍倉所長のもと、心を合わせ
ながらの素晴らしい朝礼でした。

　令和元年５月24日㈮、熊本市内パレア９Ｆ会議室
で２回目の後継者倫理塾の説明会が開催されまし
た。後継者倫理塾とは、先代の想いを受け、さらな
る企業発展を目指す次世代の経営者を育成するため
に、１年間にわたり純利倫理を基盤に経営のエッセ
ンスを学ぶ後継者限定の研修会です。１回目に続き
２回目も約 30 名程の参加があり、久保山塾長の挨
拶の後、１年間の研修内容を馬場口運営委員長から
説明されました。
　また、今回福岡県後継者倫理塾を卒塾され、現在
菓子製造販売業「有限会社 一柳」（福岡市）で企画戦
略室室長の納富大輔（のうとみ だいすけ）氏から、後継
者としての期待からの反発時期、そして渡仏。色々
な人との出逢い、人生の師とあおぐ洋菓子界のパテ
ィシェ “オリビエ・バヤール” の基、５年間の修行等。
帰国後、祖父からの縁による倫理との出逢いそして
入塾。卒塾後も月１回公園清掃を今現在でも続け、
経営者としての心がまえを体得した講和をしていた
だき感動いたしまし
た。今後、後継者を
お考えの経営者の
方々に広くお伝えし
ていきたいと思う説
明会でした。
　　　（広報　髙田）

熊本県倫理法人会
第２回後継者倫理塾説明会レポート

　去る 6月 15 日、氷川町文化センターにおきまして、
設立 15 周年記念式典と祝賀会を無事終えることがで
きました。忙しい中ご出席賜りました来賓の皆様、講
話をして頂きました中西浩名誉研究員、県役員の皆様、
各単会の皆様や会員の皆様、誠にありがとうございま
した。八代北倫理法人会役員一同、厚く御礼申し上げ
ます。
　不行き届きな点が多々あったかと存じますが、「八
代北らしい手作りのおもてなし」をモットーに役員み
んなで一生懸命準備をしてきました。過去の 15 年を
振り返るだけでなく、これからの未来に繋げるために
「未来へ紡ぐ魂の絆」をテーマとし、毎週モーニング
セミナーの会場としてお世話になっている商工会の
方々や未会員の方々にもお越し頂き、倫理法人会とは
どんな団体でどういった活動をしているのかを知って
頂く機会に出来たと思います。「こんな素晴らしい団
体だとは知らなかった。」と感嘆されていた様子にと
ても誇らしく思いました。また、たくさんの魅力ある
方々にふれられて、素敵な未会員様が倫友の輪に加ら
れたことが本当に嬉しかったです。
　これからも「企業に倫理を!職場に心を!家庭に愛
を!」をもとに地域からの「日本創生」を目指し、倫
理活動を拡げていきたいと思います。

八代北倫理法人会
設立15周年記念式典・祝賀会を終えて

講師　納富 大輔 氏



熊本市倫理法人会
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　平成 31 年４月 22 日、熊本市倫理法人会では平成 31
年度倫理経営講演会を開催いたしました。
　当日は天候もよく、とても沢山の方々にご来場頂き大
盛況の会となりました事を厚く御礼申し上げます。
　冒頭に静岡県倫理法人会相談役の袴田敦志 法人レク
チャラーより事業体験報告として「人に恵まれて」をテ
ーマにお話いただきました。

　まずは、ご来場されている未会員の方々にもわかりや
すく「倫理とはなにか」という事を、皆さん共感を感じ
るような内容を元にお話しいただき、体験報告に入る前
に皆さんぐっと話に入っていった様に感じます。そして
いよいよ体験報告がはじまりました。

　倫理指導を受け実践を続けた講師が、紆余曲折を経て得た気付きを踏まえ家族関係やお仕事がうまく進んでいった
という素晴らしいお話でした。
　仕事、家族そして倫理を学ぶこと、その取組みは沢山の方々の指標やきっかけとなったのではないでしょうか。
　最後にきっかけであった倫理指導を受けた先生や、ご家族に深く感謝されていたのがとても印象的でした。

　続きまして、（一社）倫理研究所より田形健一名誉研究員か
ら「大転換の時代－岐路に立つ－」をテーマにご講話をいた
だきました。

　冒頭では、先行きの見えないこの時代、基にしないといけ
ない不易の基軸とは「倫理」そして「倫理経営」であると力
強くお話され、倫理経営とはなにかと言うこと、実践すると
いう事はどういう事なのか等、まさに倫理の学びの真髄とも
いうべきお話や「やるからには精一杯!その時をやりきる」
という熱いメッセージにみなさん喝を入れて頂けたのではな
いでしょうか!

　講師のとても力強い講話は、今まさに世の中に必要な一生懸命さ、物事に真摯に向き合うという事、そして倫理の
学びを体現しながら会場を巻き込むパフォーマンスは聴く講演会ではなく体感するといったほうがしっくりくるよう
なものでした。
　来場した皆さんはパワーを頂きながら倫理の学びの凄さを感じたのではないのかと思います。

　今回の講師のお話を受け、明日からこの学びを実践したい!
と強く感じたのは私だけでは無く、会場の皆様も同じではな
かったでしょうか。
　心の中にとても強く残るとても素晴らしい講話でした。

　講演会終了後には、今日は来てよかった!という声や講話
についての感想などを多く耳にし、今回の講演会が皆様にと
って実りの多いものであったのではないかと感じます。
　ご来場いただきました沢山の皆様、そしてご講話頂きまし
た袴田講師、田形講師誠にありがとうございました。今回も
素晴らしい学びを得られたことに感謝致します。

令和元年 白熱の倫理経営講演会

熊本市倫理法人会　広報委員長　宮川　伸吾

中国・内蒙古自治区のウランブハ沙漠緑化隊参加報告
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講師　小林 良子 様

女性魅力アップ大交流会 報告

“笑顔は幸福のエッセンス”
日時：令和元年６月 11日　10：30～13：30　場所：ザ・ニューホテル熊本

女性委員会

　6.11 女性魅力アップ大交流会にたくさんのご参加
をいただきまして、本当にありがとうございます。
皆様のおかげで 300 名満員御礼となりました。経営
者の方々、ご家族の皆様、社員の方々とあらゆる立
場の方々のお顔が拡がりました。東京都倫理法人会
より、小林良子法人レクチャラーにご来熊を賜り、
会場が笑顔いっぱいになれるトークとご自身の体験
のご講話に湧き上がる感動に包まれました。
　ランチ交流会では、熊本市観光 PR 大使の『舞踊
団花童』の演舞。美味しいランチと共に華麗なる演
舞を楽しませていただきました。参加者同士の楽しいコミュニケーションから、互いにご縁が拡がり、倫

理の輪が益々繋がっていきます。300 名という大きな目標を掲
げて、熊本県倫理法人会女性委員会一同、そして関わる全ての
人々で創り上げた大イベントでした。
　この取り組みで得た感謝の気持ちをこれからの人生に共に役
立てていけたらと思います。今後とも熊本県倫理法人会女性委
員会の活動をよろしくお願い致します。

2019年度「地球倫理の森」創成プロジェクト

　第９次沙漠緑化隊は６月２日～６月８日の１週
間にわたって倫理ボランティア活動を行ってきま
した。
　熊本県からは、江藤長利・大吉佳子さん・有田
明美さんの３名の参加でした。移動には往復で３
日間かかる感じで、実質的には２ヶ所植樹しまし
たが、２泊３日の工程でハードではないと思いま
した。
　80 代の女性の仲間もいらっしゃったので、平
均年齢は 60歳を超えていると思います。
　『恩格貝』が砂漠から緑化され、見事に農地が
蘇ったのは遠山正瑛先生のひとつの思い入れを実
現しようと携わった方々の応援のおかげでした。
目標を持つ事の大切さをまた感じた次第です。
　　　　　　　　　　　　　（文責：江藤 長利）

中国・内蒙古自治区のウランブハ沙漠緑化隊参加報告中国・内蒙古自治区のウランブハ沙漠緑化隊参加報告

阿蘇倫理法人会

熊本県倫理法人会  
　女性委員長　井手  志保
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　５月 15 日錦町パルティール福寿庵にて高木正江法人スーパー
バイザー・上田健一郎法人レクチャラー両講師による講演会を開
催しました。
　上田レクチャラーは自社の代表となると同時に倫理に入会。会
社が苦境の時、教えられた倫理実践により気づきを得て見事に軌
道修正出来たお話。高木スーパーバイザーは福沢諭吉の言葉「世
の中で一番美しく立派な事は一生涯を貫く仕事を持つ事である」
に感動し起業。10 年後倫理に入会する事で大転換の時代良い判
断が出来苦難を乗り越えられた。苦難の時こそ喜んでやる事が大
事ですという内容。
　倫理の会という事で来られた方々は笑顔の中にも真剣な両講師
のお話に対し熱心に聞き耳を立てられ、あっという間の 2 時間
となりました。

球磨倫理法人会

　熊本市西倫理法人会では、2019 年 5 月 14 日㈫　ザ・ニュー
ホテル熊本にて、島根県出雲市より常松建設代表取締役の常松栄 
氏（法人スーパーバイザー）を迎えて倫理経営講演会を開催致し
ました。「大転換の時代　～岐路に立つ～」をテーマに、常松栄
氏にお話を頂きました。倫理経営とは？の部分では、常松栄氏の
実体験をお話されました。人前で社員を幸せにすると言っておき
ながら社員の環境を知っていなかった時期があったそうです。今
では、社員さんの家に家庭訪問を定期的にされているそうです。
　参加された方々の中には、熊本市内の高校生の方々もいらっし
ゃって、常松栄氏のお話に対して、うなずいたりされて感慨深そ
うでした。倫理法人会では、実践する事が非常に大事とお話され
ていた事もすごく印象に残りました。大変素敵なお話をお伺いす
る事ができました。

熊本市西倫理法人会

　今回初めて倫理経営講演会の実行委員
長をさせて頂きました。会員様への訪問
割り振り票を作成し、４班体制でチーム
を作り班活動を行うようにしました。週
に 1 回の班ミーティングを行い、訪問日
の日程調整など情報を共有することで充実した案内ができました。
　今回倫理経営講演会前に朝礼を行ったことで、役員間での役割
が共有できたことでスムーズな会場設営を行うことができました。
　講演会前にチケットを購入いただいた方への案内が徹底できず、
参加率が低かったこともあり、実行委員会で反省会を開くなど来
年につなげられるような活動ができたと思います。
　一人ではなかなかできないことも、集団で活動すると思いがけ
ない結果が出ることもあると考えさせられました。

八代市倫理法人会

玉名倫理法人会

　玉名倫理法人会（城戸雄生会長）は５月 17 日㈮、
玉名市岩崎の玉名市民会館大ホールで「令和元年度
倫理経営講演会」を開催。玉名倫理法人会会員をは
じめ、県内各単会の会員の皆さま、一般の経営者の
方々にもご参加いただき、計 235 名での開催とな
りました。
　今回の講師は、城戸会長が一年以上も前から講話
を依頼し、その熱意に快諾いただいた元鳥取県倫理
法人会会長・福井龍介法人スーパーバイザーで、時
折ユーモアを交えながらわかりやすく講演いただき
ました。また、事業体験者として、辻塚さおり福岡
県倫理法人会事務長に『職親の恩』をテーマに、モ
ーニングセミナーに初めて参加されたときの感想か
ら今日までの体験談をお話いただき、参加された
方々に大好評でした。
　今回もたくさんの皆さまにご参加いただき、心よ
り感謝申し上げます。

　６月 26 日付けで、玉名倫理法人会から分封設立した
玉名南倫理法人会が活動開始しました。玉名南倫理法人
会は、玉名倫理法人会から移籍した会員と新たにご入会
いただいた会員を合わせ 100 社でスタート。会長には玉
名倫理法人会から移籍した城戸雄生会長が就任、毎週木
曜日に玉名市天水町小天のパレセラン KOZAKI にてモ
ーニングセミナーを開催いたします。なお、玉名倫理法
人会会長には昨年 “日本一モーニングセミナー” を先導
した山中重子氏が就任しました。
　船出したばかりの新会場ではありますが、今後とも皆
様方のご指導、ご協力を宜しくお願い申し上げます。
　お気づきの点ございましたら玉名南倫理法人会事務局
TEL 080－5805－2255まで
お問い合わせください。

会場：玉名市民会館大ホール

元鳥取県倫理法人会会長
法人スーパーバイザー

福井 龍介様

福岡県倫理法人会事務長
辻塚 さおり様

６月26日に玉名倫理法人会から分封設立
玉名南倫理法人会

八代市倫理法人会　実行委員長　川﨑  祐一朗

▼モーニングセミナー会場
　パレセラン KOZAKI


