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倫理 くまもと

広めるべく活動致しました。この度、幹事長として、
県下 23 単会の活動、７委員会の運営の原動力とし
て、村上会長のもと、職務を全うする所存です。
　倫理の学びに触れられ、多くの経営者の皆様が明
るく元気に蘇ってゆかれる姿に、沢山の勇気と確信
を与えて頂きました。今期は 2,600 社達成を目標に
して、「原点回帰」を合言葉に、役職者全員で明朗、
愛和、喜働の精神で活動を推し進めて行きます!
よろしくお願いします。

　令和２年度より、熊本県倫理法人会幹事長を拝命
しました藤永です。これまでの役職経験では、５年
前に八代市倫理法人会専任幹事、翌年より八代市倫
理法人会会長を３年間勤め、昨年は熊本県倫理法人
会普及拡大委員長として、県下全域に倫理の仲間を

ごあいさつ

玉名南倫理法人会
　会 長　城戸 雄生

水前寺倫理法人会
　会 長　平野 美佐子
水前寺倫理法人会
　会 長　平野 美佐子

宇土市準倫理法人会
　会 長　河副 日出海

わわわつつ！！！つ 2019年11月

日々好日

今日は最良の一日、
　　今は無二の好機

CONTENTS

熊本県倫理法人会
　幹事長　藤 永 和 広

機械の総合商社
特定自主検査工場
機　械　病　院
環　境　機　器
福 祉 介 護 用 具
販売・レンタル

建設機械
産業機械
省力機器
機械修理
介護用品
大特部品

株式
会社豊田実業

本社　水俣市浜松町５番15
　　　TEL.0966-63-2270
　　　FAX.0966-63-3396

８

一般社団法人倫理研究所 熊本県倫理法人会
事務局／〒862-0942 熊本市東区江津3-4-12-401
　　　　ＴＥＬ.096-288-9398・ＦＡＸ.096-288-9446
発行者／村上　尊宣
URL／ http://rinri-kumamoto.com/
Facebook ／ https://www.facebook.com/rinri.kumamoto

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 

後継者倫理塾 第１期生11名でスタート‼後継者倫理塾 第１期生11名でスタート‼

塾生への激励の言葉
熊本県倫理法人会
　後継者倫理塾  塾長　久保山 文生

開 塾
熊本県倫理法人会 主催

▲現経営者の前で後継者として決意を表明

第１期生（11名）

草野 栄二 村上 尊由 伊藤 慶輔 遠 山　武 和田 ゆみ 星原 康人 西田 大樹

山田 高大 丸山 延寿

城戸 敏任 城戸 望任

　この純粋倫理の創始者 丸山敏雄は栞の中で、運命
を切り開くは己である、境遇をつくるも亦自分であ
ると言っております。
塾生の皆さん、自分の
人生は自分しか生きら
れないのです。自分の
背中を自分で押して、
人生を切り開いて行っ
てください。激励の言
葉と致します。

　皆さん、こんにちは。人は出会い
と別れのくり返しで生きています。
そして出会いと別れのくり返しの中
で自分の質を高めていると言われま
す。
　私は平成７年５月、誘われて、初めて倫理のセミ
ナーの講話を聴きました。そこで聴いた言葉が「人
生待ったなし」でした。人生において今日と言う日
は二度と返って来ません。人生、後戻りも出来なけ
ればやり直しも出来ない。だから今日という、今の
その時その場を精一杯生きるのですよと言う言葉で
した。私にとってこの言葉は一瞬の出会いが私の人
生を変え、ひとつの言葉「人生待ったなし」が私の
人格を変えた出会いでした。

E-mail toyodaji@theia.ocn.ne.jp



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

㈱デザイングロウ
熊本市西区花園6-13-2
　　　GLAD花園 SIX103

㈱えがおホールディングス
熊本市東区東町4丁目10番1号

マニュライフ生命保険㈱
八代市西松江城町2-1
　東京画廊テナントビル2F

松　田　純　也
☎096-221-5307 

中　村　義　明
☎096-241-9087      

長　井　和　正
☎0965-31-7800   

   ● 山鹿市倫理法人会 ●
㈱エスサービス
熊本市南区護藤町2217-5

河内　伸介
上益城郡益城町安永1027-1

㈱中原不動産
山鹿市鹿校通2丁目8-1

佐　藤　哲　章
☎096-288-3765      

河　内　伸　介
☎090-3196-9405     

中　原　　　寛
☎0968-43-7682    

● 荒尾市倫理法人会 ●
㈲つぼい
大牟田市三川町5丁目82-3

幼保連携型認定こども園
　　みやじま幼稚園
荒尾市万田918-1

坪　井　麻　貴
☎0944-57-8522   

開　田　郁　子
☎0968-62-6234    

● 玉名南倫理法人会 ●
一心
熊本市北区鶴羽田3丁目1-28

㈱ライフプラザパートナーズ
　      熊本 FA営業部
熊本市中央区花畑町1-7
　　　 　MY熊本ビル7Ｆ

優里
熊本市東区京塚本町27-7

㈱BRAIN CORPORATION
熊本市中央区国府1-21-7-1202

東京海上日動火災保険㈱
　　　　　　熊本支社
熊本市中央区九品寺2-1-24
　　　熊本九品寺ビル4Ｆ

稲　田　　　豊
☎096-288-5273     

西　　　弘　人
☎096-325-7810  

小　重　千代美
☎080-3972-7219    

市　川　義　弘
☎096-277-1661   

古　市　智　士
☎096-372-7713 

● 阿蘇倫理法人会 ●
㈲山本運送
阿蘇郡小国町上田2955-3

日本生命保険相互会社
阿蘇市内牧116

㈱T&G NETWORKS JAPAN
阿蘇郡産山村大利630

山　本　𠮷　峰
☎0967-46-4422    

岩　切　一　倫
☎0967-32-0218    

鄭　　　永　眞
☎0967-25-2331   

● 熊本市倫理法人会 ●
㈱ヒカリコーポレーション
熊本市北区麻生田3丁目3番60号2階

㈱創
上益城郡益城町福富804-1

㈲浅野工務店
熊本市北区清水岩倉2丁目24番11号

手島企画㈲
熊本市東区健軍2丁目18-7

（一社）日本アンガー
　　マネジメント協会
熊本市南区近見6丁目2-15

ＹＯＵ福
熊本市西区河内町野出47番地1

喜佐田司法書士事務所
熊本市中央区水前寺公園28-6
　　 ダイヤモンドビル502

佐　藤　昌　信
☎096-295-3998    

黒　川　智　子
☎096-282-8692 

浅　野　雄　二
☎096-348-1500       

手　島　　　浩
☎096-368-6543     

大　畑　諒　介

福　島　雄　介
 

喜佐田　正　文
☎096-288-9685   

● 水前寺倫理法人会 ●
Walk Run project 熊本
熊本市東区月出2-4-41　1Ｆ

㈱イーアスリンク
熊本市中央区帯山7丁目7-94

㈱ F.N INNOVATION
熊本市北区龍田陳内2丁目8-12

㈱アジュール
熊本市中央区菅原町7-5

森　　　直　也
☎096-234-6636   

西　村　友　宏
☎096-387-0100

穴　井　佑　一
☎096-274-1600  

黒　木　俊　吉
☎096-371-7312  

    

● 玉名倫理法人会 ●
大慎工業
玉名市築地887-15

㈲横田瓦工業
玉名郡玉東町木葉767-1

医療法人 優愛会 酒井医院
玉名市松木13番地2

ライフプランニング
　　　　　True One
玉名郡和水町原口111-2

やまの整骨院
玉名市青野3-3

大　﨑　慎　吾
☎0968-51-2894   

横　田　真　樹
☎0968-85-2057     

酒　井　浩　一
☎0968-71-0777  

田　尻　真　一
☎0968-86-4146   

山　野　雄　大
☎0968-57-9229  

● 八代市倫理法人会 ●
㈱リンクス
八代市古閑下町1717-50

㈱セルモ  八代支部
八代市西片町2074-1

森　永　　　彰
☎0965-35-2643    

江　藤　孝　一
☎0965-33-4515  

● 菊池合志倫理法人会 ●
㈱正観寺丸宝
菊池市隈府1097-2

野　口　征治郎
☎0968-25-3721    
      

● 熊本市中央倫理法人会 ●
dahlia
熊本市北区楡木2丁目8-11
　　　ニレノキハウス104

誉産業㈱
熊本市南区野田3丁目9-19

ホームヴィジョン
熊本市東区長嶺西1丁目8-6
 　　　　　　　　　 510

園　田　健　一
☎090-5730-8011     

米　満　泰　二
☎096-357-2167   

田　上　雅　夫
☎096-385-5327       

● 熊本市西倫理法人会 ●
南部 隼平 事務所
熊本市東区上南部1-2-40

優里
熊本市東区京塚本町27-7

㈱西原商店
熊本市中央区八王寺町29-8

南　部　隼　平
☎096-221-6182          

小　重　千代美
☎080-3972-7219    

西　原　静　絵
☎096-378-0657        

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
西川設備工業㈱
熊本市東区三郎1丁目13-17

㈱さくら塗装
熊本市北区徳王町986-1

西　川　清　明
☎096-384-3443           

山　口　　　翼
☎096-273-6143     
        

● 人吉市倫理法人会 ●
㈲三浦屋温泉
人吉市五日町17

Cafe 亜麻色
人吉市中青井町321

矢　上　雅　義
☎0966-23-5060    

田　中　治　子
☎090-4488-9566    

● 八代北倫理法人会 ●
㈱前﨑産業
宇城市小川町南小野1213-1

㈱宮﨑工業
八代市鏡町北新地512-10

前　﨑　国　男
☎0964-43-3055    

宮　﨑　和　代
☎0965-53-9395     

● 宇土準倫理法人会 ●
マニュライフ生命
　　　　　八代支社
八代市西松江城町2-1
　　　　東京画廊ビル2F

鮨 割烹  門内
宇土市本町3丁目27
　　　　　　　光ビル B1

㈱天使の翼
宇城市松橋町久具134

福　地　　　司
☎0965-31-7800      

門　内　優　季
☎0964-41-9171

松　田　敬　司
☎0964-33-3833      

● 八代中央倫理法人会 ●
㈱COK
八代市古閑中町945番地10
　　　　　　　　　　（B）

川　島　孝　司
☎090-2390-1959      

● 球磨倫理法人会 ●
ジブラルタ生命保険㈱
　　　　人吉営業所
人吉市中青井町296
　　ファースト中青井2F

西　田　綾　子
☎0966-22-3853    

● 水俣芦北倫理法人会 ●
㈱川尻型枠工業資材センター
葦北郡芦北町豊岡長傅寺779-1

川　尻　貴　文
☎0966-86-2388   

● 熊本市南倫理法人会 ●
合同会社 バランスモータース
熊本市東区保田窪本町6-5

㈱竜翔グループ
熊本市南区城南町舞原829番地

村　上　　　舞
☎096-384-5678           

下　條　雄　大
☎0964-28-7577    

７

令和２年度　熊本県倫理法人会  役員紹介
（2019年９月～2020年８月）

２

会　長

村上　尊宣
県央副地区長

西田　義伸
普及拡大委員長

石原　政孝

副会長

井手　庸文
県西地区長

森下　弘美
普及拡大副委員長

渕田　宏志

副会長

川﨑　隆男
県西副地区長

江﨑　貞利
ＭＳ委員長

宮村　陶太

幹事長

藤永　和広
県南地区長

那須　一郎
研修委員長

平瀬　裕一

事務長

江隈　利洋
県南副地区長

吉見　和晃
朝礼委員長

本多　好男

県北東地区長

吉田　秋正
監　査

北里　敏明
広報委員長

髙田　照三

県北東副地区長

山本　孝二
後継者倫理塾 塾長

久保山 文生
女性委員長

井手　志保

県央地区長

奈須　悦雄
後継者倫理塾 
運営委員長
馬場口 一利

青年委員長

市原 功一朗



６

～ 我が社の朝礼風景～

　活力朝礼の歴史は20年になる会社ですが、これまで
以上に改善余地があると考え、今年になって、横一列
から楕円形に集合し、皆に声がより通り易くなり、１
日の業務連絡が全員に、より浸透し把握できるように
なってきました。
　また、これまで声の小さい人も大きな声で、ハキハ
キ言えるように変化がみられるようになりました。
　今後、さらなる改善を進めるため、先日の活力朝礼
研修に３名で参加させて頂き、全社員「早朝からパワー
の源となり」これまで以上に活力及びパワーアップと
なったら最高ですね。

www.nakagawa-pkg.co.jp　TEL 0965-37-2601
八代事業所 所長　坂本 俊二

　 

㈱漱石 様
本社 八代市本町１丁目 6-8 　℡0965-34-9488

～ 我が社の朝礼風景～

　７店舗ございます。店舗ごとで朝礼のスタイルは
違いますが、山本食堂では ｢職場の教養｣ のあと、
連絡事項・売り上げ目標・経営理念・行動指針を全
員で唱和し、スタッフ同士のハイタッチで元気にス
タートします。

令和２年度  熊本県倫理法人会  辞令交付式　2019 年９月６日  THE NEW HOTEL 熊本

新たな決意を胸に笑顔で倫理の普及を誓う‼

経営理念「食で心を豊かに」
行動指針
　地域で一番ありがとうを伝えます
　地域で一番誠実に行動します
　地域で一番清潔なお店です

 https://www.soseki1977.com. 
（八代市倫理法人会広報誌　2019年３月号掲載） （八代市倫理法人会広報誌　2019年５月号掲載）

原点回帰し、美しい世界づくりへと
　　　　　　　　　繋がる活動を推進して参ります

江藤建設有限会社
代表取締役　江藤　長利
　（阿蘇倫理法人会　会長）

写真中央が江藤長利氏　（阿蘇倫理法人会 会長）

３

　昨年の普及活動において、「ブライト企業」そ
の存在を知りました。有名な企業が名を連ねる中、
阿蘇の会員さんも多数おられました。
　「㈱みやはら」さん、２代目会長　高宮今朝秀
さんの会社「スペック」、建設業の「㈱藤本建設
工業」さん、「トヨタカローラ熊本㈱」さん。
　そして、今回は、「㈱杉本建設」さん・「（医）
坂梨会 阿蘇温泉病院」さんと当社が認定を受け
ました。
　今後も、倫理活動に邁進し、さらに良い会社へ
目指して頑張っていきます。

ブライト企業認定を受けて‼

相談役

岩永　研一
相談役

米満　弘之
相談役

山本　　浩

相談役

藤永　勝利
相談役

赤澤　　巖
顧　問

野田　　毅

相談役

宍倉　　渉
相談役

緒方　一義
顧　問

木原　　稔

前 山本  浩会長より新 村上 尊宣会長へ引継
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美しい汗を流す喜び‼ 地球倫理推進活動美しい汗を流す喜び‼ 地球倫理推進活動美しい汗を流す喜び‼ 地球倫理推進活動
……………………＜熊本県倫理法人会  青年委員会＋女性委員会＋熊本ヴォルターズブースター  ジョイント企画＞……………………

2019 年 10 月 12 日（土）　熊本県総合体育館・上熊本駅周辺　清掃活動
青年
委員
会

女性
委員
会

　熊本県倫理法人会令和２年度の方針にあります（地球倫理の推進）
として県央地区清掃活動が熊本県倫理法人会の支援を受け女性委員
会と協同で開催されました。
　心配されていた台風の影響も少なく、約 70 名の会員企業の皆様
にご参加いただきました。『明朗・愛和・喜働』の精神に則った笑
顔が溢れる清掃活動となりました。
　この素晴らしい経験を今後の青年委員会活動力に繋げ、各単会の
活性化と地球倫理の推進に貢献していきたいと思います。
　ご参加いただいた皆様ありがとうございました!
　　　　　　　　　　　　　　　　　青年委員長　市原　功一朗

　令和２年度熊本県倫理法人会［県央地区］女性・青年委員会主催
初のイベント、県央地区清掃活動・会員企業様の熊本ヴォルターズ
観戦と素敵な時間を過ごすことができました。
　清掃活動は、熊本県倫理法人会令和２年度の方針にある、地球倫
理の推進活動で地区活動として、熊本県倫理法人会の支援を受け、
倫理法人会会員企業の皆様にご参加頂きました。
　そして、熊本ヴォルターズブースターの皆様とスマイルアクショ
ンの参加者の皆様と時間差開催で、熊本ヴォルターズの勝利を願っ
て取り組みました。
　清掃活動・熊本ヴォルターズ観戦と共に 70 名ほどご参加いただ
き、遠くは大阪北区倫理法人会会員様、熊本県倫理法人会の会員企
業様やご家族、会社関係者…様々な人々と分かち合えたこと、心か
ら感謝申し上げます。
　今年度新しい青年委員長と共に協力し合いながら熊本県倫理法人
会の活動にも貢献出来たらと思います。
　本当にありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　女性委員長　井手　志保


