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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（前田）までご連絡下さい。

 広告スペースのご案内 

　この度、球磨倫理法人会に入会しま
した佐藤税理士事務所の佐藤俊哉で
す。税理士を目指し大学、他事務所で
経験を積み、平成 29 年１月に独立し
ました。

　入会したきっかけは以前から那須県南地区長、金澤
会長に薦めていただいておりましたが、同じ税理士の
大先輩である宍倉相談役に背中を押していただき決心
致しました。
　前々からナイトセミナー等には参加させていただい
ており、興味はあったと思います。これからもセミナ
ー等に参加し、法人会の良いところを吸収出来る様、
頑張っていきます。これからも宜しくお願い致します。

● 球磨倫理法人会 ●

● 人吉市倫理法人会 ●

会　員　企　業　紹　介（敬称略）

　「家族の大切な時間をお手伝い
する」をモットーに日々頑張って
いる山の中の回転寿司屋です。
　倫理との出会いは現在、元県
事務長である江隈様、専任幹事真鍋様にお誘いを受け昨年
の２月より入会いたしました。モーニングセミナーに参加
するたび毎週倫読する「万人幸福の栞」。この 17ヶ条を輪
読していくうちに「変われるかも」と思うように。その中
の「苦難福門」は正しく自分自身でした。「苦難は、生活
の不自然さ、心のゆがみの写った危険信号であり、ここに
幸福に入る門がある」今まで、目に見える現象だけを変え
ようとして自分自身を変えて来なかった事。「心が先、現
実が後」よろこんで苦難に立ち向かい、にっこり笑ってこ
れに取り組む、実践によって学ぶ心の勉強の場。改めて初
心に帰り、取り組んで参りたいと思います。

回転寿司「まぐろや」
　代 表　西　芳 史

● 熊本市西倫理法人会 ● ㈱住管理システム　代表取締役　野田 浩平

佐藤俊哉税理士事務所 　私は自然の植物「ヘナ」で髪を綺麗にす
る仕事をしています。その仕事を通して
もっと沢山の人に出逢って人間力を磨き
たい!と思っていた時にある方に「倫理
を学びに行ったら」と教えて頂きました。

　私は期待と希望を抱いて昨年 11 月、熊本東倫理法人
会に入会させて頂きました。「万人幸福の栞」十七箇条
のもと、まず実践することで日々「明朗」「愛和」「喜働」
の精神で倫理経営を学び実践されている素晴らしい
方々との出会いがありました。私の仕事を理解して頂
き、お客様として喜んで頂き、多くの出逢いとともに
お客様の輪が広がっています。倫理を学ぶことによっ
てもっと人間力を磨いて、地域、社会に貢献できるよ
う邁進して行きたいと思います。

● 熊本東倫理法人会 ● 山村  みちよ

● 八代市倫理法人会 ●

　平成から令和に変わる記念すべき年
に、「ブライト企業」に認定いただき
ました。今期掲げた目標の一つでした
ので、認定に心より感謝致します。
　しかし３年毎の更新審査があります。安全（無災害）活
動と同様にエンドレスのテーマとして取り組んでいきたい
と考えています。社員とその家族の為、そして地域ならび
に熊本県の『安心・希望の実現』の為に、社会貢献できる
企業を目指して頑張って参ります。
　社是の一つに『全員参加の経営』とあります。「創業者
の想い」を心に刻み社員と共に、会社の「維持継承」にも
全力で取り組んでいく所存です。今後とも宜しくお願い申
し上げます。

横場工業株式会社
　代表取締役　矢田 哲也

加した時でもいつも笑顔で迎え入れてくれます。こ
れからも倫理を勉強し続けていきたいと思っていま
す。コロナウイル
スの影響で建築資
材が入ってこない
状況にもなってき
ましたが、踏ん張
って頑張っていき
ます。

　㈱住管理システムは、熊本市南区
を拠点としている工務店です。スト
ーリーハウスという名前で、主に新
築住宅に取り組んでいます。他にも

住宅リフォーム・店舗の新築・改装工事、不動産業
で土地の分譲地事業も行っております。
　熊本市西倫理法人会に入会したものの、なかなか
参加できない事が多いのですが、熊本市西のメンバ
ーの皆さんは本当に温かい方々ばかりで、たまに参

【ブライト企業に認定いただきました】 ●県内倫理法人会活動報告　　　●会員企業レポート
●活力朝礼（八代市倫理法人会）企業紹介　ONE TEAMへ‼
●2020年５月度モーニングセミナー予定表（別紙）

倫友通信－ひのくに No.345
倫理 くまもと

　400 年に一度のサイク
ルと言われる熊本地震の
被災もその一つでした。 
私は経営者として、今回
の国難に対しても、これ
まで以上に倫理経営を実
践し、この大苦難を明朗な心で受け入れ、そして新
たなイノベーションを創出する好機として受け止め
ています。日々社員の皆さんと更に一つに明朗、愛
和に、打つ手は無限の心持ちで喜働しています。

　新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、国難
の中、私達の生活が一変し事業活動に大きな影響が
出ております。当社も同様に中国合弁会社の事業停
止、東京支社のテレワーク移行、全国 54 代理店さ
んの営業活動自粛等、かつて経験した事の無い経営
環境にあります。
　同様に多くの会員企業も様々な苦境に直面されて
おられます。 当社は平成 15 年 10 月に倫理法人会に
入会し倫理経営を実践して、幾たびの大苦難を乗り
越え来年創立 25周年を迎えます。 

「苦境を乗り越える為に!」「苦境を乗り越える為に!」

熊本県内４地区（県北東・県央・県西・県南）
地区長＜前列＞・副地区長＜後列＞の皆さん
熊本県内４地区（県北東・県央・県西・県南）
地区長＜前列＞・副地区長＜後列＞の皆さん

2020年５月

勤労歓喜
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玉名南倫理法人会　

４月９日からライブ動画中継によるモーニングセミナー開始

　実際に動画を見た会員の皆さまからも、「感動し
ました」「素晴らしい」「ありがとうございました」
と称賛の声があちこちで聞かれました。
　城戸雄生会長は「倫理法人会の各活動が休止さ
れる中、なんとかして会員の皆様に元気を与えた
かったし、講話
を聞いていただ
いて倫理の気付
きを伝えたかっ
た。今後も毎週
配信していきた
い」と抱負を語
っていました。

　玉名南倫理法人会（城戸雄生会長）は４月９日
のモーニングセミナーから、オンラインによるラ
イブ動画を配信する「ライブ動画中継MS」をスタ
ートさせました。これは、玉名市小浜の同法人会
事務局内に簡易スタジオを設置し、毎週木曜日の
朝６時から７時まで限定でライブ映像を撮影し配
信するもので、朝の挨拶や会長挨拶、会員スピーチ、
講話から誓いの言葉までの一連の流れを同時放映
し、LINE を活用して自宅や会社にいる会員がス
マートフォンで視聴できる仕組み。
　記念となる第一回目は、前会長・山本浩相談役
の「苦難福門」をテーマにした講話で、新型コロ
ナウイルス感染症による影響で大変な日常を送る
会員の皆様へ勇気と元気を十分にいただけた素晴
らしい講話でした。

　昨年の９月より県西地区長を拝命
し、元気なモーニングセミナーが第

一との想いで宇城と宇土市準のＭＳに参加して来
ましたが、今回のコロナの影響で２月 19 日の宇土
市準のＭＳを最後に会議だけの倫理法人会活動に
なってしまい、私自身も緩んでしまいました。
　そこで４月からは、７時からのトイレ掃除と事
務所掃除後に万人幸福の栞 17 カ条～その二　死は
生なり迄を発声拝読させて頂いています。（その後
は勿論　活力朝礼です。）筋トレ中‼

県西地区長　森 下 弘 美

　新型コロナウイルスによる事業へ
の影響が多方面に及んでおり、会員

の皆様のご心労も大変であろうと思います。
　私は、この苦難に、明朗闊達な心で向き合うとい
う倫理の学びと実践を深める機会にしたいと思っ
ています。万人幸福の栞の下記の一文を指針にして。
「事業の上でも経済の上でも、その他奇禍にあった
場合でも、恐れ、憂え、怒り、急ぎ等々の私情雑念
をさっぱりと捨てて、運を天に任せる明朗闊達な
心境に達した時、必ず危難を逃れることが出来る。」

県央地区長　奈 須 悦 雄

朝が近づいたのだ。必ず明日がくる。 悲観は、雲で
ある。憂いは、霧である。さわやかな希望の薫風で
吹きはらおう。燈火をあかるくしよう。そして高く
掲げよう。燈を太くしただけ、高くかかげただけ、
必ず前途は打ち開ける。」とあり、更なる倫理経営
の実践が求められていると思います。 
　熊本県倫理法人会は、この国難の中、会員企業の
皆様の更なる発展を目指し、会友同士が更に強固な
絆を深め、この国難を乗り越えるべく、新たなイノ
ベーションを創出し、WEB モーニングセミナーの
開催を展開して参ります。これを契機に更に心を一
つに手と手を携えて、この大苦難を共に乗り越えて
参りましょう!更なるご理解とご協力を賜りますよ
うに宜しくお願い致します。

　私達が学ぶ倫理経営の原点である万人幸福の栞の
一節に、苦境を乗り越える術が有ります。
【十四】希望は心の太陽である　心即太陽
「希望は心の太陽である。つごうがよいから希望を
もつのではない。一生に二度と出くわすことの出来
ぬ仕事だから希望をもつのである。天から与えられ
た命、親からいただいた体、世界にたった一つのこ
の肉体だから、その前途にもえるような希望を持つ
のである。一時の苦しみ、しばしの痛み、それは更
に大きく、いよいよ健康に進み高まるための、しば
しのくらがりである。これが去ったとき、夜明けの
ような公明の舞台が開ける。雨後のような晴ればれ
しさがめぐってくる。 夜になったといって、だれが
悲しむ者があるか。休みの時がきたのだ、すでに明
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● 熊本市託麻倫理法人会 ●
ローソン 熊本長嶺西三丁目
熊本市東区長嶺西3-4-1

田　上　大　樹
     
　
 
     

● 宇城倫理法人会 ●
建機商会
宇城市松橋町豊福436

㈱アットウィズ
宇城市松橋町松橋815-11

上村鐵構建設㈲
宇土市岩古曽町1248

医療法人  松橋愛育会
宇城市松橋町松橋689-1

髙　松　忠　夫
     

平　井　光　則
     

上　村　良　宏
     

佐　藤　リサ子
     

● 宇土市準倫理法人会 ●
㈲ケーディーエス工業
宇城市不知火町御領59-3

㈱カンペックス
北九州市八幡西区陣原1-15-15

大栄企業㈱
上益城郡山都町杉木465-1

一般社団法人　
熊本ピュアフォーラム
葦北郡芦北町湯浦974-11

㈲熊本クリーンサービス
宇土市松山町3941

㈲カネカ測量設計
宇城市松橋町松橋470-2

NPO法人 青年協議会
東京都文京区湯島3-39-5
　　　　ラレーブ湯島3Ｆ

㈲宮崎地質コンサルタント
宇城市松橋町松橋605-4

北　原　健　二
     

伊　藤　隆　史
     

込　山　憲太郎
          

稲　富　安　信

     

柴　田　真　美
     

元　松　敏　郎
     

上　村　　　剛
     

宮　崎　光　一　
 
     

● 球磨倫理法人会 ●
㈱竹下建具製作所
球磨郡湯前町2062-1

佐藤俊哉税理士事務所
球磨郡多良木町多良木
　　　　　　　　1620番地1

竹　下　裕　一
     

佐　藤　俊　哉
     
　
 
     

● 天草倫理法人会 ●
陶丘工房
天草市五和町御領7005-1

渡邉事務所
天草市中村町6-12

㈲湯楽亭
上天草市大矢野町上5190-2

末　石　昌　士
     

渡　邉　弘　樹
     

嶋　田　昭　仁
     
     

● 八代市倫理法人会 ●
㈱光心
出水市高尾野町上水流760-9

医療法人社団 宗閑会
八代市西松江城町5-9

源田正樹
土地家屋調査士事務所
八代市本野町917番地1

㈱MAHALO
八代市長田町3062-1

ホンダテクニカルサービス
八代市西宮町988番地

山　元　浩　樹
     

元　島　淳　子
     

源　田　正　樹

     

長　鋤　幸　弘
     

本　田　　　修

● 熊本市南倫理法人会 ●
CELL－CARE
山鹿市方保田2820-1

木下兄弟㈱
合志市須屋706 ラポール柴田Ⅰ

焼鳥ダイニング  空
熊本市中央区上水前寺
1丁目4-24　ワキタビル1F

ＫＲＤ
熊本市西区二本木3-13-35

メットライフ生命保険㈱
熊本市中央区桜町1-20
　　　　西嶋三井ビル10F

大共電通ネットワークス㈱
熊本市南区富合町木原1330

Ｎ・Ｉ建装
菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1丁目15-10

㈱アビリティ
　九州カルデラ支店
熊本市中央区出水1丁目9番5　2F

長尾　正照
熊本市東区小山2丁目2-31

古閑簡易郵便局
上益城郡益城町広崎1577-1

大下社会保険労務士事務所
熊本市中央区水前寺6丁目27-20
　　　神水恵比須ビル201

前　川　久　美
     

木　下　祐　二
     

榊　原　武　士
     

城　戸　　　亮
     

飯　坂　裕　樹
     

西　崎　友　紀
     

野　添　勇　太
     

須　﨑　雅　保

          

長　尾　正　照
     

髙　見　昭　二
     

大　下　史　朗

 
     

● 水前寺倫理法人会 ●
三池不動産㈱
熊本市中央区出水1丁目2番11号

むらかみ内科クリニック
熊本市東区山ノ神2丁目2-32

くまもと免疫統合
　　医療クリニック
合志市竹迫2249-2

土地家屋調査士
　　　　佐藤事務所
熊本市中央区大江4丁目12-1

㈱美的生活
熊本市中央区九品寺3-17-10

田中葬祭㈱
熊本市中央区妙体寺町8-9

合志物産販売㈱
合志市須屋2091-6

食彩  朱庵
熊本市中央区練兵町41

バトン合同会社
熊本市中央区水前寺3-16-23
　　　　　　　　　　803

㈱シスプロ
熊本市中央区南熊本4丁目4-2

三　池　裕　幸
     

村　上　和　憲
     

赤　木　純　児

     

佐　藤　龍　彦

     

平　井　みはる
     

田　中　　　宏
     

池　永　幸　生
     

甲　斐　のりみ
     

荒　田　晃　慎
     

峯　　　勝　一

● 人吉市倫理法人会 ●
ART LAB. 欅ガーデン
球磨郡錦町木上北9-71
　　　　　㈲球磨緑地内

HAIR COPTER
福岡市博多区住吉4-28-13
　エンクレスト博多Ⅱ-1Ｆ

トータルビューティーサロン　
　　福屋  光の森本店
合志市幾久富1866-1172

㈱山椒茶屋
えびの市榎田585-5

㈲ソーゴーグラフィックス
人吉市下城本町1426-1

西　　　和　子
     

山　本　卓　央
     

鳴　瀬　エミ子

          

山　下　康　徳
     

渡　辺　洋　平
     

● 八代北倫理法人会 ●
合GOLD corporation
熊本市東区湖東2丁目41-2

マニュライフ生命保険㈱　
　　　　　　熊本支社
熊本市中央区新市街1-1
　　　　シティ10ビル６F

㈱Car Shop Shinonome
八代郡氷川町野津675-4

田　島　ヒロミ     

岩　廣　伸　秀

     

東　雲　雄　一

● 八代中央倫理法人会 ●
㈲不知火ホテル
八代市日奈久中西町新4番地

BLENDA
八代市本町1丁目2-24
  八代スカイツリービル6ＦＡ

GREEN８
八代市上日置町4264-3

宮　永　綾太郎
     

坂　本　小百合
     

岩　﨑　恭　志

『介護医療院』始めました。

白梅病院・介護医療院
まなべクリニック
老健施設  白梅の里

医療法人啓愛会
理事長  眞鍋 哲郎

〒867-0008 水俣市浜4089-1
白梅病院 TEL 0966-63-7575
　　　　　FAX 0966-63-5995

熊本県倫理法人会
後継者倫理塾

第二期生募集
岐路に立った時、自ら判断し
　行動できる羅針盤を心に据える

＜お問い合せ先＞
熊本県倫理法人会 事務局
TEL.096-288-9398

2020 年
10月開始
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倫理経営講演会 報告
説の滝口長太郎先生との邂逅により大きく人生が
変わった体験談や倫理指導の重要性等をユニーク
な表現を交えながら楽しくご講演くださいました。
　当日の講演会は、新型コロナウイルスによる社
会的活動自粛が始まる一週間前だったこともあり、
何とか開催に至ることができました。講演会にご
出席いただきました皆様にはこの場を借りてお礼
申し上げます。

　熊本北倫理法人会の倫理経営講演会は、２月 21
日㈮ 大木博文法人レクチャラー及び藤本定明法人
アドバイザー両氏をお迎えの上、熊本城彩苑 多目
的交流施設で盛大に開催することができました。
　大木先生からは、いかなる出会いも無駄ではな
く、自分にとって苦手意識がある人からも様々な
ことを学ぶことができる事をご自身の体験談を通
じてご講演頂きました。藤本先生は倫理法人会伝

いる中堅・中小企業の経営者が表彰されます。村
上社長の「二酸化炭素の排出量削減により地球温
暖化防止に貢献したい」という思いの下、新たな
技術を開発し、経営につなげている点が評価され
たそうです。
　当に地球倫理ですね!世界中が変化のときを迎
える中、常にスピード感を大事に倫理経営を実践
されている村上社長。これからも真のリーダーと
して様々なイノベーションを起こされて行くこと
でしょう。
　共に学べることに感謝です。

　熊本市南倫理
法人会の会員企
業であります、
株式会社エコフ
ァクトリー様が
経営者「環境力」
大賞（主催：認
定 NPO 法人環
境文明 21 主催、後援：環境省）を受賞され、熊日新
聞にも紹介されました!
　持続可能な社会に貢献するビジネスを展開して

水俣芦北倫理法人会

熊本北倫理法人会

会報「倫理みなきた」（隔月発行）の準備

　水俣芦北倫理法人会では、この 2～ 3 月の休会中に単会
「会報」の企画と紙面作成に取り組みました。A４サイズ４
ページカラー刷りで、タイトルは「倫理くまもと」にならい、
「倫理みなきた」としました。「倫理くまもと」が奇数月発
行なので、偶数月に発行します。１面に会長はじめ、役員
の挨拶、２面、３面には、モーニングセミナー（MS）で語
られた講話の内容、４面にMSの予定表を載せました。
　これまで「水俣芦北倫理法人会フェイスブックページ」
を開設し、毎週の講話（要旨）を紹介してきました。しかし、
MS にも参加されず、フェイスブックも見られない会員の
皆様のために、講話の内容をお届けして興味をもっていた
だき、少しでも MS に参加する方が増えてくることを願っ
ています。休みの期間に『パブリッシャー』のソフトを学び、
長年の懸案だった会報が準備できて幸いでした。

㈱エコファクトリー 2019 年度
　経営者「環境力」大賞を受賞‼

熊本市南倫理法人会

令和２年
２月 21日㈮
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● 熊本東倫理法人会 ●
㈱メディア・インターナショナル
熊本市東区尾ノ上1丁目10番17号

グランドエンタープライズ㈱
阿蘇郡西原村河原3838-4

美脚サロン A’s Astre
熊本市中央区上水前寺1-1-13
　　　　　　　　　　301

オフィスターキー
熊本市西区新土河原1丁目4-12

社会福祉法人　誠求社
天草市天草町大江6297番地2

BODY SHOP M・トラスト
熊本市西区池田4丁目32-28

㈱創電舎
菊池郡菊陽町津久礼2179-3

本田　人史希
菊池郡大津町森732-13

福　本　和　敏
     

志　勇　　　輝
     

新　原　あゆみ
     

藤　井　智　規 
     

松　浦　四　郎
     

上　野　雅　臣
     

寺　田　慎　一
     

本　田　人史希
 
     

● 荒尾市倫理法人会 ●
菅嶋　公尚
荒尾市上井手142

菅　嶋　公　尚
     

     

● 玉名南倫理法人会 ●
九電工労組熊本支部
熊本市中央区本荘6丁目17-21

野口農園
熊本市北区太郎迫町317

司法書士 田島法務事務所
菊池郡菊陽町光の森1-2-1

はりきゅう治療院 ひかり
玉名市中尾54-6

㈱ＳＯ工房
東京都文京区本郷3-31-1

いのうえ眼科
合志市須屋672-7

㈱ライズナー
熊本市東区画図町重富858
　　　　　　CPKビル 3F

㈱イースト不動産
熊本市東区下江津7-6-20

SMT国際事業協同組合
大牟田市上屋敷町2-1-25
　　　　SHINWAビル 2F

㈱スマイルプロ
玉名市築地955-49

ＫＯＢ
玉名市天水町小天9253-2

若林電設
熊本市東区戸島西1-7-6

㈱みえ不動産
玉名市中1721-1

坂　本　圭一朗
     

野　口　和　美
     

田　島　賢　治
     

安　田　明　美
     

立　花　康　行
     

井　上　俊　輔
     

西　村　和　男
     

湯　野　和　彦
     

堺　　　美　佳
     

城　戸　順　香
     

竹　本　久　芳
     

若　林　一　雄
     

磯　村　聖太郎
     

● 菊池合志倫理法人会 ●
㈲東瓦工業
菊池郡大津町森757-3

東　　　平　和

     

● 熊本市倫理法人会 ●
熊本市立 千原台高等学校
熊本市西区島崎２丁目37-1

金子　倫明
熊本市東区東町4-16-6　303

一般社団法人　
 未来創造パートナーズ
熊本市中央区島崎1-19-10

歌のスタジオ 島ちゃん
熊本市中央区水前寺4-37-14

南　　　弘　一
          

金　子　倫　明
          

中　川　博　文

          

島　尻　順　子

     

● 熊本市中央倫理法人会 ●
グレート フリーダム
熊本市北区山室5丁目4-40

メットライフ生命保険㈱
熊本市中央区桜町1-20
　　　　西嶋三井ビル10F

㈲天昇
上益城郡益城町惣領1530

ライフアドベーション㈱
熊本市中央区大江1丁目30-19

NexT鍼灸整骨院
熊本市東区戸島西1-29-22

㈲マクロン
熊本市中央区水前寺6丁目50-25
　　　　　　中島ビル3F

㈱サンマーク　
Nasse編集部 熊本支社
熊本市中央区魚屋町2-5
　　　　サンコミビル3Ｆ

㈱日専連ツアーズ
熊本市中央区安政町6-5

大商建材㈱
熊本市中央区世安町116-1

キャリアコンサルタント事務所　
　　　　　　ヒトト
熊本市中央区黒髪4丁目1-10
　　　　　　　　　  202

富国生命保険相互会社
熊本市中央区壺川1-8-52

Precious Box
熊本市中央区水道町4-31　601

下　城　龍　夫
     

富　永　結　貴
     

坂　井　辰　也
     

惠　藤　　　礁
     

高　野　大　輝
     

松　岡　光　孝
     

松　本　直　子

     

山　田　哲　大
     

髙　本　宏一郎
     

城　井　美　礼
     

稲　田　優　子
     

松　尾　輝実子

     

● 山鹿市倫理法人会 ●
ラシック
山鹿市鹿央町合里3106

栗の実保育園
山鹿市菊鹿町長1222

竹永　秀明
熊本市東区月出1-7-5
　　シティプラザＭ301号

トーホーデザイン事務所
菊池市泗水町永2800-52

㈲中嶋建設
山鹿市小坂3273-3

井上工務店
熊本市東区長嶺南6丁目24-58

伊東工業
山鹿市南島193-1

石　原　智　美
     

小　澄　京　子
     

竹　永　秀　明
     

森　岡　藤　男 
     

中　嶋　　　最
          

井　上　　　靖     
     

伊　東　基　男
 
     

● 玉名倫理法人会 ●
㈱輝　
多機能型事業所 えんげる
玉名市松木23-1
　　　　松木中央ビル1Ｆ

㈱天水総合カンパニー
玉名市繁根木54-6

㈱髙木牧場
玉名郡和水町竈門962-1

㈲玉名ガス
玉名市築地436-1

HAIR MAKE GLOIRE
玉名市岱明町鍋111-1

整体ついじの森
玉名市築地1563-40

カフェレストラン
　　　　イグレック
玉名市玉名264-2

坂　本　絵　美
     

杉　島　正　剛
          

髙　木　修　治
          

西　川　良　和
          

網　田　美　和
          

森　　　俊　光
          

宗　　　ゆう子
 
     

● 熊本北倫理法人会 ●
合大林会計事務所
熊本市北区高平3丁目33-14

堺　武治
熊本市南区近見2丁目13-29

筒井　裕智
熊本市東区

㈲斉藤自動車センター
合志市須屋670-1

㈲りぶ・ぐり～ん
熊本市中央区坪井3-1-21

大　林　司　朗
     

堺　　　武　治
          

筒　井　裕　智
     

齊　藤　恭　輔
     

成　毛　秋　令
 
     

● 熊本市西倫理法人会 ●
チャイニーズ  カフェアンドバー　
　　　　リンシャン
熊本市中央区花畑町12-5
　　アメージング8ビル1F

Flame
熊本市中央区新市街3-4
　　　　　ＴＭ13ビル4Ｆ

エニー・コート
熊本市中央区帯山1丁目38-55

㈱渡邉技研
合志市幾久富1758-405

Panacea
熊本市南区御幸笛田2丁目3-13

寺　本　圭　助

     

柳　　　英　康
     

登　　　勇　輝
          

渡　邉　善　朗
     

栫　　　直　樹
     

 
     

新入会員のご紹介（敬称略） 令和２年３月 31日現在
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八代市

倫理法
人会 ONE TEAMへ‼我が社の 朝礼風景ONE TEAMへ‼我が社の 朝礼風景ONE TEAMへ‼我が社の 朝礼風景

ワンチーム

㈱ノーグチ

　19 日朝８時､朝礼の取材にお邪魔させていただきま
した。県内外の現場へ直行の社員様が多く､本日は約
１／３の 24 名の参加｡倫理法人会へは 1985 年に入会
され、先代の頃から現在の朝礼スタイル。
　ラジオ体操ののち朝礼開始､職場の教養輪読､社長挨
拶､社是を全員で唱え､最後も全員で｢ご安全に!｣で一
日のスタート‼

　朝礼の進行役と職場の教養輪読は､偏りがないよう
に､社長も､ベトナムからの研修生４名も同様に全員で
当番制とのこと。研修生からは前日に練習や相談をう
けることもありますが､感想までしっかり発表される
そうです。
　なんと工場の現場内に女性作業員も
２名いらっしゃって､勤続 10年以上の
ベテランだそうです。社員年齢は高木
専務から若手の 21歳まで幅広く、
九州新幹線や高速道路など国家プロジェクトレベルの
大型工事まで、幅広く活躍されています｡
　取材への協力ありがとうございました。

代表取締役　農口 隆光 

http://no-guchi.co.jp
本社 八代市新港町２-２-５　℡ 0965-31-3138

（福）権現福祉会
（あげまち保育園 園長  角  圭子）

　芝生の緑が気持ちよい朝、８時前にお邪魔すると既
に先生たちが、遊具の安全点検も兼ねて、園庭を清掃
されていました。
　連絡事項からはじまり、皆さんのきれいな姿勢で、
声も明るく大きく元気いっぱいの輪読へ。感想の当番
は｢緊張を保つために｣当日指名されるそうです。この
日は９年目の先生、この間の自分の成長と周囲への感
謝をハッキリと述べられました。すばらしい‼思わず
拍手してしまいそうに…
　月曜日｢気持ちいい朝ですね!｣でもなんでもよいの
で、かけ声と全員でくりかえす｢発声練習｣が加わり、
みんなで一周されるそうです。

　「職場の教養の当番のときは、内容が自然とあたる
んですよね。朝礼の感想もですが、思いを口にするこ
とで、その職員の仕事以外の考え方が聴けます。涙す
ることもありますよ。」と角園長。
　毎日の流れで、見事に仕
上がった朝礼を見学させて
いただき、朝からパワーを
頂きました。取材協力あり
がとうございました。

www.gongen.org/jidou/hoikuen/
八代市揚町友割 35 - 2　℡ 0965-35-6666

ブリヂストン八代㈱ 
本社 八代市黄金町１１２

㈱山﨑食品 

　職場の教養を用いての朝礼は 10 年になります。
食品工場ですので、清掃や見だしなみチェックなど、
自社独自の内容も取り入れています。安心・安全な
商品を、真心こめて全国の家庭にお届けしています。
　　休日は家族サービス‼　代表取締役 山﨑 英和

本社　八代市二見本町７２６　℡ 0965-38-9550

NPO法人 笑顔やっちろ  ㈱優和

　当社の朝礼は
２社合同で朝８
時20分より実施。 その後に各部門でのミーティング、
そして９時からはパート部の朝礼になります。家庭
の都合を含め当社には、時間差出勤があり当初は職
場の教養も読んでもらっていませんでしたが、職場
の教養が与える影響の必要性を感じ職場の教養を読
んでいただくようにしました ｡
　今年、 当社は試行錯誤で組織変革を勧めています。
まだ目指す朝礼には至っていませんが少しづつ前進
します。
  志は より高く より広く より前に　代表 有田 明美

本社　八代市松江本町７番 25号　℡ 0965-39-5330

タイヤ館　港ブリヂストン　ブリヂストン車検館

満足を超える “感動” を!
繁栄のキーワードは
　　　　　“おもてなし”
わざわざご来店頂くお客
様は、まさに神様・仏様。
そのお客様に当たり前の
　おもてなしでは “満足!” でしかない。
そのちょっと先に、
　ちょっとした大切なものがある…
その大切なものを
　お持ち帰り頂くのが “感動!”

それは何か？を
考え実践することが、
全国のブリヂストン内での
「３年連続集客日本一」
　を達成した礎である。

　https://taiyakan-yatsushiro.com

　タイヤ館の皆様、取材協力ありがとうございました。

　皆様の会社でも｢職場の教養｣を朝礼に活用されませ
んか？朝礼時での感想発表を継続することで、じわじ
わと効果がでてきますよ。外部講師として参加させて
いただけます。出前活力朝礼指導の依頼お待ち致して
おります!
　爽やかな笑顔・元気で大きい声・美しい姿勢・機敏
な動作で朝礼を活性化させましょう。


