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倫理 くまもと

　さて、倫理法人会も（一社）倫理研究所の方針の下、
４月からモーニングセミナーはじめ諸活動を全て自
粛することになりました。毎週モーニングセミナー
が開催されることの当たり前が崩れていく中、日常
生活の当たり前がどんなに有難いことか思い知らさ
れました。
　しかし、倫理を学んでいる私たちは「打つ手は無
限」なんです。毎日 SNS 等で ZOOM を使ったモ
ーニングセミナー、Web 会議等色々と頭を駆使し
て生活様式を切り拓いておられる姿に感心させられ
ました。

　皆様、こんにちは。如何お過ごしで
すか。ここ２～３か月はコロナ・コロ
ナと、この名前を聞かない日はありま
せんでした。しかし、やっと第１波も

収束が見えてきました。
　私が思うに、日本人は何と我慢強いことか。今回
のコロナ禍の中で、三密を避けることや外出自粛を
守ることなどしっかりと守られてきました。諸外国
のことは細かく把握していませんが、日本人ほど我
慢して三密の徹底が守られていたか疑問です。

「コロナと私」

広報委員会の皆さん
ZoomによるNET会議風景
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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 

八代北倫理法人会
有限会社 コダナス企画　代表取締役　斉藤　良二
洋食亭 宇土店　宇土市花園町223-1　TEL 0964-22-5811
洋食屋 小川店　宇城市小川町河江1048-2　TEL 0964-43-5766

　㈲コダナス企画は宇土市と小川町に洋食亭宇土店と洋食屋小川店の２店舗を運営していま
す。ステーキやハンバーグ、オムライスやカレーなどの洋食をリーズナブルな価格で提供し
ています。有難いことにいつも店内はお客様で賑わっていました。しかし、４月に入ってから
県外ナンバーの来客が増え、従業員の安全を確保することが難しくなり、小川店は４月22日
～５月６日までの15日間休業、宇土店は同期間テイクアウトのみでの営業に踏み切りました。
　現在は、緊急事態宣言解除を受けて通常営業に戻っています。この苦境を凌げたのは、以
前からテイクアウトに力を入れていた事と、スタッフの頑張りのおかげだと本当に痛感しま
した。今回の件でスタッフの絆も深まり、物事を違った視点で見ることが出来るようになりました。ピンチはチャンス。
苦難福門。この機会に新規採用にも力を入れ始めました。機会があれば是非食べにきてください。

八代中央倫理法人会 ㈱エフエムやつしろ
　代表取締役　吉住　一郎

　「地域に愛される放送局」をモットーに、地域に密着した番組作りを
心がけて、「八代の今」をお伝えしています。また、地震情報、台風情報、
防災情報もお届けします。
　新型コロナウィルス感染症の影響でこれまでの生活が一変してしまい
ました。その中にあって私達に出来ることは何なのかを模索しながらマ
イクに向かっております。また、「職場の教養」もラジオで八代地域の
皆様に長きにわたりお聴き頂いております。
　八代地域の商業、行政情報に特化してこの地域の活性化に役立つよう
な放送局を目指すことはもとより、身近な存在でありたいと願って「電
気、 水道、ガス、ラジオ」を合言葉にこれからも精進して参ります。

球磨倫理法人会
合同会社 金澤自動車
　代表社員　金澤　英二郎

　父から会社を受け継ぎ４年目になります。法人会での役職は球磨倫理
法人会　会長をさせていただき２年目になります。
　会員数、役員数を増やすべく専任幹事、役員共々日々考えております。
今コロナウイルスの蔓延により法人会の会員の方々も大変ご苦労をされ
ており、どうすれば会員の方々のお役に立てるか、法人会での学びをい
かにすべく行動していきたいと思います。
　ソーシャルディスタンスをとりながら、法人会の良さをこれからも広
げていきたいと思います。

● 熊本市中央倫理法人会 ●
医療法人桜峰会 ながしまクリニック
熊本市中央区安政町5-6  SKYビル4.5F

長　島　知加予
     

● 熊本市南倫理法人会 ●
㈱中央広告社
熊本市中央区大江6丁目24-14

大　井　由紀男
     

     

● 荒尾市倫理法人会 ●
豊建設工業㈱
荒尾市大島字角田104-5

仲　島　光　晴

● 人吉市倫理法人会 ●
㈱正英建設
球磨郡相良村柳瀬106

井　福　和　博
● 熊本市託麻倫理法人会 ●

ヒューマン・ケア こうしの杜
合志市豊岡2000-190

藏　原　由花里
     

● 水前寺倫理法人会 ●
㈱あおぞらホーム
熊本市東区八反田3丁目15-20

緒　方　千　恵
     

     

● 玉名南倫理法人会 ●
エムシービーフ
上天草市松島町今泉534

丸　石　修　士

新入会員のご紹介（敬称略） 令和２年５月31日現在

球磨郡多良木町多良木2874-3
TEL 0966-42-2636

八代市松江町355-5  CAPスタジオビル２Ｆ
TEL 0965-43-7651
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「オンラインセミナーに参加して」

今までに見たことのない全国の
倫理法人会のお仲間と一気に朝
時間に学ぶことができました。
日本だけでなく、世界に存在する会員様たちが各
地から参加されていて衝撃を受けました。集まれ
なくなったから…、コロナの影響できついから…
　そんな事ではなく、ドキドキしながらも門を開
いた事によって私はたくさんの経験をいただきま
した。自身の事業もこのオンラインを使えば拡が
っていく!全国各地の倫理のお仲間の体験を聞い
ていくとそれがヒントとなり、チャレンジしたい
ことがたくさん増えていきました。
　今後、女性委員会活動では、８月までオンライ
ンセミナーで元気を発信していきますので、ぜひ
オンラインでご参加ください。

　皆様いかがお過ごしでしょうか？コロナウイルス
感染拡大の影響で世の中は今までに経験した事が
ないような大変な事態になってしまいましたね…
　私も少なからず、事業に影響はあっております。
この先どうなっていくのだろうと不安に押しつぶ
されそうになったのも事実です。だとしてもこの
現実を受け入れるところからしか何も始まらない。
私はこの現実をしっかり受け入れる事にしました。
そうする事で大きく私も変わり始めました。大変
＝大きく変わる。正にその通りですね。
　全国的に ZOOM を使ってのモーニングセミナー
を開催します!と耳にするようになってきました
が、ZOOMって何？お恥ずかしいのですが、私は
そんなレベルでした。私もわからないながら、オ
ンラインセミナー時に活用するアプリをダウンロ
ードを始めて門を開き始めました。そうすると、

支援の輪が広がること
を目的としたボランテ
ィアプロジェクトです。
　第２波、第３波が予想される、まだまだ油断なら
ない状況のなかで、是非皆様にご活用いただき、少
しでもお役に立てる場にしたいと思っております!
　皆様からのお友達へグループへの招待もよろし
くお願いいたします!

　この度、熊本県倫理法人会の後援を受け、新型
コロナ支援企画として、影響を受けていらっしゃ
る多くの会員企業の皆さんの支援に繋がるべく、
Facebook グループにて「コロナに負けない!支
え合い情報発信広場」を立ち上げました。
　このプラットフォームを通じて、飲食店お店の
テイクアウト情報や、新型コロナに関する会社の
取り組み情報などを発信していただくことにより、

　今後は、倫理法人会のモーニングセミナーや委員
会・会議の在り方も ZOOM 等を使っての Web 参
加も可能になり、自単会のみならず他単会の方とも
交流が拡がっていくものと思います。私自身もコロ
ナ騒動が始まってから毎日続けていることがありま
す。一つは、「丸山敏雄伝」を一コマずつ、もう一つは、
「坂村真民一日一詩 366」、さらに「倫理法人会標語
カレンダー」を一日ずつ読んでいます。たまに、私
が法人レクチャラーでお邪魔した単会からのオファ
ーもあり、全国のオンラインモーニングセミナーに
参加させてもらってます。まさしく、全国と繋がっ
ていると確信させられました。
　さぁー、６月になりました。少しずつですが、一
歩から始めていきましよう。そして、明日を切り拓
いてまいりましょう。
　倫理の絆は強く、そして永遠に!

　また、私たちには多くの気づきがありました。本
との出合い、人とのつながりの大切さ、家族と過ご
す時間の尊さ、自転車の快適さ・・・
　一方では、複雑に入り組んだ社会の矛盾も見えて
きました。経済活動の自粛や人の移動が減ったこと
で、大気汚染が世界規模で改善されたと言われてま
す。今後第２波第３波が来ると予想されますが、昨
今叫ばれてきた「働き方改革」がテレワーク等の推
進により、さらに加速されると思います。
　P・F ドラッガーの名言にあります。チェンジ・
リーダー・・・「変化が不可避であるのならば、自
ら変化しなければならない。変化の先頭に立たなけ
ればならない。変化をコントロールできるのは、自
らがその変化の先頭に立ったときだけである。特に、
急激な変化の時代に生き残れるのは、変化の担い手、
すなわちチェンジ・リーダーとなる者だけである。」

青年委員
会 熊本県倫理法人会

　青年委員長　市原  功一朗

女性委員
会

熊本県倫理法人会　女性委員長　井手　志保
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八代市倫理法人会
ノア・ノア電気センター
　店長　岡本　武也

　当社は昭和 50 年創業以来、八代地域にて家電製品、
工事を中心に町の電気店としてお客様のお困りごとへの
解決のお手伝いできればとの思いで、『すぐ駆けつける』
をモットーにかゆい所に手が届くことを目指し、創業者
父と共に地域に愛されるよう精進しております。
　現在、初心者ではありますが、幹事のお役を頂き倫理
も勉強中です。常に成長し続けられる人間であるよう、
感謝の気持ちを大切にして行動しております。

水俣芦北倫理法人会
合資会社 一期﨑畳店
　代表社員　一期﨑　智太郎

　一期﨑畳店は、大正７年５月１日に創業、今年102年を迎えました。私は３代目です。22歳で入社、
25歳で結婚し男の子が二人います。平成26年11月、社長に就任し５年目に入りました。水俣本店の
ほかに出水支店を開設し、畳製造販売だけでなく、襖・障子張替、網戸張替、カーテン、サッシ、ク
ロス張替、簡単な内装リフォームなど業務内容を広げながら、従業員13名で頑張っています。
　25年ほど前に廃棄畳を山に捨てる事が社会問題になりました。そのため、水俣の畳業者として、リサイクルの会を結
成して再生資源として活用する方法を採用したり、畳が原因でシックハウスになるという情報が流れたときは、畳を徹
底的に研究して「みなまた健康たたみ」を開発、販売するなど行い、結果、水俣市環境マイスターの認定をいただきました。
　昨年９月、水俣芦北倫理法人会に入会し、いろいろな経営者の方の元気なお話を聞いて、とてもためになることが多
く希望を感じています。今後も、会社をしっかりして、生き残りをかけて努力していきます。

県南地区

宇土市準倫理法人会 株式会社 アイレホーム熊本
　代表取締役　一森　正秀

人吉市倫理法人会 花曜日
　代表者　立岡　淳子

　㈱アイレホーム熊本です。家の建築とリフォームの会社です。
　aile（アイレ）というのは日本では馴染みのない言葉ですが、家族を大
切にするお国柄のトルコの友人が教えてくれたトルコでは、１番の素晴
らしい言葉です。「家族」や「絆」という意味だそうです。家族が幸せに
なる家、絆がより深まる家を建てたいという事から名付けました。
　住宅会社に勤務していた時に予算が合わないお客様に辛い思いをさせ
悔いが残る経験をしました。自分で起業すればお客様の、ご予算に見合
う以上の家を建てることができるという気持ちから 14 年前に会社を立
ち上げました。今もそれが会社の理念となっています。職場の教養を拝
読させて頂く中で心に刻む事柄が、とても多く、感謝しています。

熊本市南区富合町田尻 489
TEL 096-273-7070

人吉市瓦屋町1114-4　TEL 0966-22-5418

HANASAKURA0823
花曜日の
インスタグラム

本社：水俣市昭和町1-3-14
　　 TEL 0966-63-3778

八代市松崎町 231-3
TEL 0965-34-7356

　もうすぐ、開業 30年を迎えます。
　平成 25年６月に、久保山塾長のお誘いを受け、
入会させていただきました。約７年、倫理を学んで参りました。
　今回の、コロナにより、様々な形で自分を試される事が起きました。
日々好日、苦難福門、運命自招、勤労歓喜、捨我得全、信成万事、まだ
まだありますが、栞の中で学んだ事が、今、置かれている状況に冷静に
対応し、生かされている様に感じます。
　これから、更に深め、家族、スタッフ、周りの方々にお伝えし、仕事
にも活かして参りたいと思います。



熊本県玉名郡玉東町木葉767-1
TEL 0968-85-2057　FAX 0968-85-2090

e-mail : nicoroof@yahoo.co.jp

３

熊本東倫理法人会
株式会社 お茶の富澤。
店舗名　Greentea.Lab

県北東地区

　緑茶を新しく見つめ直し、その魅力を楽しみ方を日々
発見していくお店です。茶葉販売はもちろんのこと、手
作り蜜のかき氷、日本茶と菓子をお楽しみいただいたり、
 “多彩なもてなしでお茶の魅力を提案したい”という想い
で趣向を凝らしました。入り口正面には、茶葉を一同に
ご紹介するスペースがございます。お好きな茶葉を選び
ご注文いただきますと、それぞれの茶葉の説明と茶葉に
あった淹れ方でスタッフが丁寧にお出しします。
　湯の中で茶葉が開き、ふわり立ちのぼる香りとともに、
ゆったりと豊かなひとときをお楽しみくださいませ。

玉名倫理法人会

屋根の無料点検実施中!

㈲横田瓦工業

　横田瓦工業は昭和 25 年の創業以来 70 年余り、地域の
みなさまに支えられて瓦工事業を営んでいます。
　一級かわらぶき技能士資格、屋根診断士資格を有し、
各種瓦、屋根材に対応して施工しています。屋根のこと
なら何でもご相談下さい。

熊本県内 23 単会　　　　　元気‼ 会員企業紹介熊本県内 23 単会　　　　　元気‼ 会員企業紹介熊本県内 23 単会　　　　　元気‼ 会員企業紹介コロナに
　負けない！

山鹿市倫理法人会
River（紳士服・婦人服販売）
　代表　榊　 哲 郎

　当社は山鹿市で 1924 年榊洋服店として創業しました。昨年先代（父：榊龍盛。
以前倫理法人会でお世話になりました）より代表を譲り受け現在は私以下父、母、弟、
妻５名で頑張っております。新型コロナウィルスの影響で、県内の卒入学式、結婚
式など各種イベントの中止により、当店が主力とするスーツ・シャツ・靴の売り上
げが激減し、３月、４月、５月と大変厳しい状況でした。渦中においても気にかけて
ご来店いただいたお客様や、来店がかなわずとも電話でご注文いただいたお客様
など、多数のご支援の下なんとか乗り切っております。温かいご支援に感謝し、今
後はwithコロナ時代に選ばれるお店へとしっかりと対応していきたいと考えます。

荒尾市倫理法人会 ㈱ 若 新

　大正５年創業。昭和 39 年会社設立、平成 13 年より株式会社若新とし、有明海
で養殖される海苔を加工販売しています。生産数量、品質も全国有数の生産地で
あります有明海の海苔を焼海苔、味付海苔に加工し全国のスーパーやギフトにて
販売。九州では昭和 48 年より学校給食にも供給しています。当社工場は生産地有
明海に面していることもあり、生産地ならではの慣例で個人のお客様が購入され
たり頂き物の海苔を当社に持ってこられ焼海苔、味付海苔に加工致します。それ
を当社では海苔の加工『のりか』と呼んでいます。
　また、年２回行っている海苔のイベントも好評で 10 年になります。もともと海
苔の一番美味しい時期を知ってもらうために『新海苔祭り』として始めたイベン
トですが今では 800 人のお客様にいらっしゃっていただいております。

上益城郡益城町小谷102
TEL 096-286-2231

山鹿市中央通1007
TEL 0968-43-2655

荒尾市金山1240-1
TEL 0968-68-0903

代表者
横田　真樹
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熊本市南倫理法人会

総合福祉グループ 温心会
ケアホーム温心館　　久野　智生

県西地区

　今回の新型コロナで４月に予定していた「くまもと復興国際音楽祭」
は延期になりました。延期の調整を進めていますが先が不透明でなかな
か困難です。しかし、コロナもいつかは収束します。世界中が大きなダ
メージを受けたあと音楽の力が光り輝くことを確信しています。４年前
の熊本地震の後、音楽が心の復興に大きく貢献しました。私も避難所や
仮設住宅で多くの感動の涙を見ました。
　コロナは熊本に限らず世界規模ですが、この危機においても音楽が大
きな貢献をすることは間違いありません。人間は音楽を通して言葉や国
境・国籍を一瞬で越えて感動を共有できます。報道を見ると人と人、国
と国の分断が見られます。音楽の出番が必ず来ます。今はなかなか動け
ませんが、収束後のことを見据えて今できることをやっていきます。開
催できるようになった暁には、ぜひ足をお運びください。
FacebookやYouTubeにて情報配信中です。

宇城倫理法人会

　『温かい心と笑顔で会える場所』総合福祉グループ 温心会です。
宇土市で子育てから高齢者介護までトータルサポートサービスを提供して
おります。今回のコロナ禍では緊急事態宣言が解除されたとは言え、まだ
まだ気を遣う毎日が続くのは皆様も同様ではないでしょうか。特に高齢者
施設では例年の感染症対策の強化プラス面会制限を行うなどして感染防止
に努め、おかげさまで入居者・利用者の皆様もお元気にお過ごしです。一
方職員はというと身体の疲れに加え気疲れもいつも以上となれば表情も曇
りがちなところを「明朗!、愛和!、喜働!」で頑張っています。
　「希望は心の太陽」です。皆さん笑顔で頑張りましょう‼

水前寺倫理法人会
株式会社UGOOO（ウゴ―）
　代表取締役　神戸　洋平

NPO法人  オーケストラ創造
　代表　坂本　一生

　㈱ UGOOO（ウゴ―）は世界初だと思う０歳児が考えた社名です。
わが子が０歳のタイミングで法人化をしました。「お父さんの会社の
名前何がいい？」「ウゴー」で決まりました。Wix というツールを専
門としたウェブ制作事業を行っております。
　水前寺支部では広報を担当させていただき、いつも笑顔が素敵な会
長をはじめ諸先輩方にご指導いただいております。特に長く経営をし
ていらっしゃる方の情熱、気遣い、謙虚さ、などのマインドはとても
勉強になります。
　まだまだ未熟者ですが皆様今後とも宜しくお願いいたします。

天草倫理法人会
有限会社 山藤屋
　代表取締役　山下　國人

　山藤屋はヤマトヤと読む。祖父が自分の名前をとり昭和
10年に創業した山藤屋旅館がルーツ。
　昭和 56 年 天草プラザホテルを開業、プラザホテルアネ
ックス（モーニングセミナー会場）、プラザホテルベルメゾ
ン（滞在型）を増設。旅館は郷土料理茶寮やまと家として
再生。
　現在３代目から４代目に継承中。『忘己利他』の精神で経
営しております。

熊本市北区飛田3-5-8  SOCKET
TEL 096-288-4252
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阿蘇倫理法人会

熊本北倫理法人会

有限会社 後藤造林建設
　代表取締役　後藤　吉信

エステティックサロン「フェアリー358」
　オーナー　城戸　淳加

県央地区

　父の設立した東部造林、その後昭和 59 年に建設業許可を取得し後藤
造林建設へ社名を変更。代表取締役となって 12 年が経ちましたが日々
が勉強です。昨年からベトナムよりエンジニア１名、技能実習生２名を
むかえ日本人の社員もいい刺激をうけております。
　公共の工事と並行して大津町の民間の工事も受注し、社員一丸となり
頑張っています。入会してから約１年、なかなか参加できないことが多
いのですが、倫理を学び吸収していけるよう勉強を重ねていきたいと思
っております。
　大変な時期ではありますが、ピンチをチャンスと捉え、前向きに頑張
っていきます。

玉名南倫理法人会

　ご来店いただくすべてのお客様に喜んでいただけるお店を目指して、完全予
約制のプライベートエステティックサロンを玉名市築地のバイパス近くに、一
昨年 12月にオープンしました。
　埋設した４トンもの白灰が作り出すたっぷりのマイナスイオンが満ちる洗練さ
れた空間で、エステティシャンとして 22 年の経験を生かし、「美しい肌のために、
必要なことだけ」をモットーにサービスを行ってきました。おかげさまで、お客
様からは、「明るい接客とリーズナブルな施術料が安心」と好評をいただいており
ます。今後とも倫理法人会の皆様方のご指導の程、宜しくお願い申し上げます。

菊池合志倫理法人会
ペンション シャレー菊池
　　菊池　仁美

　そもそも看護師の私がペンションを開業して、早 10 年が経ちました。病院の 
Hospis とホテルの Hotel の語源ＨＯは、暖かくもてなすという意味だそうで。病院
での仕事も旅館業もたのしくできるのかなと思っています。当ペンションは菊池高原
の空間にあり、四季おりおりの自然の中で咲きほこる花々に心がいやされます。先日
お泊りいただいたお客様からうれしいお便りをいただきました。「おみやげにいただ
いたケーキでお茶をしながら書いています。昨日、今日と本当に心が洗われるようなお
泊まりでした。採算をぬきにしたおもてなしにあなた方の真心を感じました。……」と。
　昨年はアメリカ モンタナ州から大学生が、今年の１月は台湾の高校生がきてくれ
ました。ささやかな宿ですが、１人でも多くの皆さんとの出合いを楽しみに、もうし
ばらくつづけようと思っています。

熊本市倫理法人会

CAMP & CAFE  ROUTE61
（キャンプ アンド カフェ　ルート61）

　代表　福島　雄介

　今年の 3 月 31 日、熊本市西区河内町の絶景スポットにキャンプ場とカフェをオー
プンしました。雲仙普賢岳と有明海が一望できる、180 度以上の絶景パノラマ風景
です。市内からわずか 30分で南フランスに来たかのような非日常を味わえる空間。
　カフェのメインメニューは、まるごと玉葱と自家製グレイビーソースで仕上げた
オニオングラタンスープ、ハーブやワインに漬け込んだ熟成肉を使用した、焼きカ
レーやベーグルバーガーです。テイクアウトもできるので気軽に立ち寄れます。キャ
ンプ場は貸し切りのプライベート空間でBBQやキャンプ、焚き火などが楽しめます。
　家族やグループで楽しむのも良し、朝一でヨーガや瞑想するのも最高です。会社
でのミーティングやチームビルディングにも使用できます。アウトドア空間で、家
庭や社員間のコミュニケーションを取り、関係性を深めてみてはいかがですか？

有限会社 斉藤自動車センター
　代表取締役　齊藤　恭輔

　皆様、初めまして。合志市須屋で自動車整備・販売業を営んでおります
㈲斉藤自動車センターの齊藤と申します。
　弊社では、新車中古車販売・定額リース・車検整備・点検及び保険等、
車に関するあらゆる業務を行っております。国家資格整備士免許を持つス
タッフも在籍しており、万全の体制で皆様のニーズにお応えすることがで
きます。
　創業 67年を迎え、多くのお客様、地域の方々に支えられ、スタッフ一同、
日々業務に励んでおります。昨年末より弊社でも朝礼の際に、「職場の教養」
を取り入れて以降、スタッフの意識も変わり、現在新しい風が社内に吹き
始めております。これから皆様と共にしっかりと学んでいきたいと思いま
す。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

熊本市託麻倫理法人会
中国四川料理　黄 龍
　オーナー　松原　大介

　２月下旬からキャンセルが出始めましたが熊本地震の経験があったの
で、まずお客様を繫ごうと一早く弁当販売とテイクアウトを始めました。
困った時こそ温かく楽しい食事を提供する為にお店を休んじゃいけない気
持ちの中、お客様からの「頑張って下さいね!」の言葉が励みでした。
　地震の時もそうでしたがスタッフや同業者から新しい飲食の形や売り方
のアイデアが出てピンチはチャンスだと実感しました。苦難の時にズルは
通らない、いかに真面目に出来るか試されている気がします。
　お客様の笑顔の為にスタッフ全員で一生懸命取組んでいきます。

熊本県熊本市西区河内町野出47-1
TEL 080-7726-0466

熊本市中央倫理法人会 上村接骨院
　柔道整復師　上村　勇二

『身体の変化』を感じてみませんか？
　柔道整復師になって８年目。それまでは競輪選手を 22 年やっていま
した。引退を機に専門学校で３年間勉強し、国家試験に合格して現在に
至ります。高校で部活のトレーナーもやっていますが、スポーツを頑張
っている人に推奨している施術でアクシスメソッド®があります。現役時
代、このメソッドに巡り合っていたらどんなに良かったかと思うぐらい、
指導を受けてもイメージ通りに動けない、頑張っているけど成績が上が
らない…そんな人達にぜひ体験してほしいと思います。

熊本市西区谷尾崎町 516
電 話　080-3960-7529

熊本県合志市須屋 670-1
Ｓ.port（エスポート）

熊本市西倫理法人会
株式会社 渡邉技研
　代表取締役　渡邉　善朗

　渡邉技研は創業 55年、伝統ある社寺仏閣・和風住宅・洋風モダン住宅・
リフォームを行ってます。（一般木造住宅・店舗）
　平成３年に先代から受け継ぎ、私の物造りのこだわりは木材はともか
く終わりがなく、職人さんと入念な打合せで先代からの技術と私のこだ
わりで、お客様のお手伝いを思う通りに造り上げ、お客様の笑顔を頂く
事を大切にして工事をさせて頂いてます。特殊な工事は相談してくださ
い、きっとお役に立てると思います。
　また、今後倫理を学び、いろんな角度からいろんな事を学びたいとお
もいます。

熊本県合志市幾久富 1758-405

阿蘇市波野大字滝水199-1
TEL 0967-24-2112

菊池市原 4176-100
TEL 0968-27-0040

熊本市東区戸島西２丁目６-120
TEL 096-369-0200

玉名市築地955-49
TEL 0968-82-8356


