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倫理 くまもと

面しました。我々は、この難局を乗り越えるべく、
今こそ!倫理の学びと実践による倫理経営を推し進
め、「苦難は幸福の門」として現状を受け入れ、明朗、
愛和に打つ手は無限!の心持ちでこの苦難に対処
し、会友同士が手を携えより強固な絆を深める各種
活動を果敢に展開して参ります。
　会員の皆様の幸福を実現し、熊本県域の更なる発
展に貢献し、美しい世界づくりへと繋がる活動を更
に推進して参ります。

　熊本県倫理法人会は、本年度、創立
40 周年の歴史的節目を迎えます。次な
る 50 周年に向けて、創立以来熊本県

倫理法人会として積み上げた、倫理運動の歴史とそ
の成果に深い感謝の念を持ち、原点に立ち返る必要
性を感じています。
　令和 2 年度は国難としてのコロナウイルス感染症
の猛威、熊本県域の豪雨災害と、度重なる苦難に直
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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 

新入会員のご紹介（敬称略） 令和２年７月31日現在

● 熊本東倫理法人会 ●
ケアスペース　mami
上益城郡益城町古閑42-31

ＡＳＣフロンティア
熊本市南区城南町阿高746-1

中　村　正　美
     

岩　本　裕　子
     
 
     

● 玉名南倫理法人会 ●
K. K ファクトリー
熊本市西区上代8-2-3　101

光華
熊本市北区鶴羽田3丁目1-28

川　上　憲　治
     

稲　田　美　佳
     
 
     

● 山鹿市倫理法人会 ●
山鹿起業
山鹿市中758-19

山　下　敏　明
     
     
 
     

● 宇城倫理法人会 ●
㈲福永自動車工業
宇城市小川町河江1219-8

TOTALMASTERS Co.,Ltd.
　　　　　 熊本営業所
宇城市小川町西北小川119

宇城法律事務所
宇城市松橋町久具358-57

福　永　真一郎
     

池　内　末　廣

     

村　上　真由子

 
     

● 宇土市準倫理法人会 ●
永村モータース
宇城市三角町郡浦644-2

㈲石田オートサービス
宇土市高柳町1-1

永　村　　　司
     

石　田　博　明

 
     

● 熊本北倫理法人会 ●
加藤塗装工業
熊本市北区植木町亀甲447-8

㈱ダイケン
合志市須屋2190-1

小料理　富み
熊本市中央区花畑町10-7

加　藤　哲　典
     

松　茂　信　吾
     

恒　松　富　雄

● 水前寺倫理法人会 ●
佐々木　伸久
福岡県那珂川市松木1-20-306

㈲ナガト工務店
熊本市中央区帯山4-44-5

㈱アクアテック
熊本市中央区帯山7丁目12-5

佐々木　伸　久
     

植　田　長　人
     

内　野　晶　子

 
     

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
㈱松瀬商会
菊池郡菊陽町津久礼142-9

上　田　万智子
     

 
     

● 熊本市中央倫理法人会 ●
㈲広丁フォト
熊本市中央区南坪井町7-7-103

Ｔｔ
熊本市中央区中唐人町16
　　 ピュアリィ西館１階

加　藤　史　浩
     

田　尻　友　美
     
 
     

● 熊本市南倫理法人会 ●
㈱MIRAI
上益城郡益城町島田960-1

大　平　浩　司
     

 
     

会員企業紹介（熊本東倫理法人会所属）

　エス・エフ・シーはセーフティー・
ファースト・カンパニーの頭文字

(SFC) の略称で安全な第一会社と訳します。私たちに
とりまして最も安全でありたいのは命です。健康長寿
こそが幸せづくりの原点であると考えています。
　日本国には日本人の健康を守り続けて 1500 年の歴
史を有する日本伝承医術が存在します。2500 年前に釈
迦が悟りの中から教示された病苦からの救済法は僧医
により 1500 年前に日本に伝えられて天皇家の国家的

事業としての取り組みに
より国民救済のための治
療施設『施薬院』『湯治場』
が創設されて今日に伝え
られる歴史的な医療であ
ります。
　心身一如に基づき不自
然な（病気）の状況を健康な自然な状態に戻すための
宇宙の法則を倫理哲学に基づき人間医学の指導原理の
実践を行います。『病気に出会って、病気に学ばないな
ら、病気になった意味がない』と教示されています。
まさに倫理の学びである『苦難福門』と同一の教えで
あります。未病から末病に至る全ての対応をさせてい
ただきます。

株式会社 エス・エフ・シー
熊本県熊本市南区島町 2-5-16
TEL. 096－358－3144

代表取締役会長・CEO 
島田　修

● 水俣芦北倫理法人会 ●
緑創会
葦北郡芦北町古石391-2

森　下　弘　美
     

 
     

● 八代中央倫理法人会 ●
㈱松下コーポレーション
八代市横手新町2-20

松　下　浩　太

 
     

日本伝承医術について

　熊本豪雨災害が発生し熊本県倫理法人会では、全国の会友の皆
さんからの温かいご支援の輪が広がり、感謝申し上げます。皆様
方の想いにお応えすべく、義援金の受け入れ窓口として熊本県倫
理法人会事務局が担当を致します。皆様から頂いた義援金は、熊
本県下の被災単会に送付し被災地の復興支援金として大切に使わ
せて頂きますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い致し
ます。
　なお、口座振込先につきましては、お手数ではございますが熊
本県倫理法人会事務局（TEL 096－288－9398）担当：緒方に
お問い合わせください。

令和２年７月 10日 災害対策本部長　村上  尊宣

 熊本豪雨災害義援金について
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ボランティア活動ボランティア活動

　初めに令和２年７月４日に発生しました、県南地区豪雨におき
まして、お亡くなりになられました方へ深くお悔やみを申し上げ
ます。並びに被害に遭われました方々へお見舞い申し上げます。
　熊本県倫理法人会・県南地区の会員におかれまして 115 件の
被害報告を頂きました。人吉市／球磨方面、芦北町方面、坂本
町方面の被害がひどく全壊、床上、床下、広範囲に様々な被害
に見舞われました。
　翌日、５日には熊本県村上会長はじめ、石原委員長がすぐに
被災地に支援物資を届けて頂きまして、大変、心強く思いました。
　その後、対策本部が立ち上がり、県内 23 単会をはじめ、全
国より色々な支援物資が送られ、倫友から暖かいお言葉、泥だし、
片付け等、言葉に出来ないほどの温かいご支援を頂きました。
本当にありがとうございました。
　今回は、「コロナ禍」影響もあり、なかなかボランティアの方の
手も足らず、辛抱強く、長い復旧／復興になる見通しです。どう
か引き続き、ご理解、ご支援、ご協力をお願い致します。

熊本県倫理法人会　県南副地区長　吉見　和晃

　７月の県南地区豪雨災害の発生により、当単会のほとん
どの会員様が大きな被害を受けられました。被災者の皆様
に心よりお見舞い申し上げます。加えて、熊本県倫理法人
会として、また 村上会長を始め県役員有志の皆様、県内
各単会の皆様より沢山の支援物資や人的支援を戴き、ここ
に心より御礼申し上げます。
　当単会としてもすぐに芦北地区の全社の会員様へのお見
舞いやご支援にお伺いしておりますが、どこにもぶつけよ
うの無い憤怒と落胆の気持ちを腹の奥に抑え込みながら
も、「ウチはまだいい方だから…」「命があっただけでも…」
と雨に打たれ汗だくで汚れながら黙々と原状復帰の作業に
取り組まれておられるお姿に、気軽に「頑張ってください」
の言葉など出せるはずもなく、ただただ頭を下げながら自
分のできる支援を続けていく決意でおります。加えて、今
こそそこに純粋倫理の考えが前向きな心の支えとして活か
されていきますよう願いながら啓蒙して参ります。

水俣・芦北倫理法人会　会長　永 田　  靖

熊本県南７月４日豪雨災害レポート熊本県南７月４日豪雨災害レポート熊本県南７月４日豪雨災害レポート
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水俣芦北倫理法人会 会長　永 田　　靖
●抱負「単会会長を拝命して３年度目。この２年間で
　培った会員さん・役員さんとの絆を支えに、もう一段
　ギアを上げて、内部充実・外部拡大に邁進します。」
●好きな言葉「それ、相手の立場になって考えてみ
　よう。その上で動いてみようか。」
●スローガン
　「良か気づき刺激満載モーニングセミナー」

天草倫理法人会 会長　原田　利治
●抱負「天草のパワースポット、モーニングセミナ
　ーで感動を!多くの皆様のご参加をお待ちしてお
　ります。」
●好きな言葉「従流志不変」
●スローガン
　「(あ)かるく!　(ま)あるく!
　　わ(く)わく!　(さ)わやかに!」

熊本市中央倫理法人会 会長　角岡　秀昭
●抱負
　「明るく、楽しく、元気よく」をモットーに県下
　一の単会そして九州一の役員を育てていきます。

●好きな言葉
　「時間厳守」「先約優先」「有言実行」

八代市倫理法人会 会長　豊田　昌裕
●抱負
　「会長最終年度です。締めくくりと次年度準備を
　役員と協力して笑顔で１年間活動を行います。」

●好きな言葉
　「感動・工夫・希望」を持ち命のある限り歩き続ける

玉名倫理法人会 会長　松本　眞二
●抱負「明朗 愛和 喜働の精神で、会員の皆様と共
　にこの伝統ある玉名倫理法人会を更に進化できる
　よう努めます。」
●好きな言葉「品行方正」
●スローガン「玉名から発信!
　　　　　　　　明朗 愛和 喜働の地域づくり
　　　　　　　　　　　ニュー玉名倫理法人会」

ま ち

荒尾市倫理法人会 会長　島添　明美
●抱負「昨年度に引き続き会長を引き受けました。
　荒尾は会員数が84名からのスタートになります。ま
　た会員数は勿論、役職者を増やし後継者を育てて
　いかなければなりません。前進あるのみ!やるし
　かない!頑張ります!」
●好きな言葉　苦難は幸福の門　真っ向からぶち当
　たる。「七転び八起き」

澤村 昭仁事務長 永田　靖会長 吉井 和久専任幹事 原田　眞専任幹事 原田 利治会長澤村 昭仁事務長 永田　靖会長 吉井 和久専任幹事 原田　眞専任幹事 原田 利治会長

齋藤 有史事務長 島添 明美会長 門田 保則専任幹事 有働 昌悟事務長 松本 眞二会長 吉田 真樹子専任幹事齋藤 有史事務長 島添 明美会長 門田 保則専任幹事 有働 昌悟事務長 松本 眞二会長 吉田 真樹子専任幹事

都登 祐樹事務長 豊田 昌裕会長 川﨑 祐一朗専任幹事 那須 耐児事務長 角岡 秀昭会長 小佐井 憲彦専任幹事都登 祐樹事務長 豊田 昌裕会長 川﨑 祐一朗専任幹事 那須 耐児事務長 角岡 秀昭会長 小佐井 憲彦専任幹事

※他の県内各単会３役のご紹介は11月号に続きます。
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　令和２年７月豪雨災害において、熊本県倫理法
人会、県下あげての温かい御支援御尽力を賜り心
より感謝申し上げます。人吉、球磨におきまして
は死者 25名と甚大な被害となりました。
　７月４日早朝市長の「避難して下さい‼」と悲
痛な叫び声が聞こえた。人吉市に住んで 40 年間、
球磨川の氾濫はあっても大きな被害の経験もなく
「大丈夫」とたかをくくっていました。隣りの水路
から田を大きく越え、フェンスを倒しながら凄い
勢いで水が被ってきた。慌てて水圧に押されるド
アを夫と二人必死に開け腰までの水をかき分けな
がらクリニック上階に逃げた。悪夢の一日となっ
た。夜が明け一面は泥が山積でした。医療機器全

てが使えなくなった。
　人吉市倫理法人会豪雨災害被災会員状況調査で
46 社が挙がった。５日早朝より村上県会長、石原
普及拡大委員長、大橋会長が代表で支援物資等々
を持って駆けつけて下さった。「皆んなが応援しま
す‼頑張って下さい」と温かさと元気と勇気を頂
きました。
　この一ヶ月近く、平瀬研修委員長が窓口となり、
人手や物資の采配を引き受けて下さり、久保山塾
長、那須地区長、役員、各単会の多くの皆様に大
変お世話になり、言葉は足りませんが倫理の学び
が今、生きづいています。心より感謝申し上げます。

人吉市倫理法人会　会長　平井　郁惠

“雨降って倫理の絆さらに強く‼”“雨降って倫理の絆さらに強く‼”“雨降って倫理の絆さらに強く‼”
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令和３年度 単会会長

玉名倫理法人会
会長 松本　眞二

菊池合志倫理法人会
会長 小山内　稔

熊本市南倫理法人会
会長 髙見　睦代

宇城倫理法人会
会長 久野　智生

人吉市倫理法人会
会長 梅 田　　勇

単会名地区 氏　　名

熊　本　東

県
北
地
区

県
東
地
区

県
央
地
区

県
西
地
区

県
南
地
区

中　鶴　昭　一

山　鹿　市 立　山　大二朗

玉　　　名 松　本　眞　二

荒　尾　市 島　添　明　美

阿　　　蘇 江　藤　長　利

菊 池 合 志 小山内　　　稔

玉　名　南 城　戸　雄　生

熊　本　市 内　田　英　一

熊本市中央 角　岡　秀　昭

熊　本　北 宮　本　勝　年

熊 本 市 西 藤　岡　久　子

熊本市託麻 中　園　朝　子

熊 本 市 南 髙　見　睦　代

水　前　寺 平　野　美佐子

宇　　　城 久　野　智　生

天　　　草 原　田　利　治

宇 土 市 準 河　副　日出海

八　代　市 豊　田　昌　裕

人　吉　市 梅　田　　　勇

水 俣 芦 北 永　田　　　靖

八　代　北 小　林　宗　義

球　　　磨 金　澤　英二郎

八 代 中 央 齊　藤　　　正

新

新

新

新

新

新

令和３年度 単会 新任 会長

山鹿市倫理法人会
会長 立山 大二朗

光の森に倫理法人会を!光の森に倫理法人会を!

　光の森倫理法人会設立委員長を拝命いたしま
した “石原政孝” です。令和３年度スタートを切
ってまいります。今期中に正単会を立ち上げて
参ります。その為には、熊本県全体で一致団結
して前に向かっていかなければと考えます。
　この地は合志市、菊陽町に広がる人口 10 万人
を超える人が生活し、又事業所もこの地に沢山
あり倫理法人会の設立が長年の夢でありました。
必ずや今期中の設立を目指してスタートを切り
ます。多くの方の心のよりどころにしてまいり
ます。皆様何卒会員様のご紹介をよろしくお願
い申しあげます。

光の森倫理法人会
　設立委員長　石原　政孝
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令和３年度　熊本県倫理法人会  役員紹介
（2020年９月～2021年８月）

会　長

村上　尊宣

県央地区長

奈須　悦雄
普及拡大委員長

大橋　武司

副会長

井手　庸文

県央副地区長

西田　義伸
普及拡大副委員長

石原　政孝

副会長

川﨑　隆男

県西地区長

森下　弘美
ＭＳ委員長

宮村　陶太

幹事長

藤永　和広

県西副地区長

江﨑　貞利
研修委員長

渕田　宏志

事務長

髙木　将希

県南地区長

那須　一郎
朝礼委員長

平瀬　裕一

県北地区長

山中　重子

県南副地区長

吉見　和晃
広報委員長

髙田　照三

県北副地区長

木庭　繁明

監　査

北里　敏明
女性委員長

土穴 由美子

県東地区長

小嶋　維男

後継者倫理塾 塾長

久保山 文生
青年委員長

市原 功一朗

後継者倫理塾 
運営委員長
馬場口 一利

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

令和３年度 役員抱負

相談役

岩永　研一
相談役

赤澤　　巖
顧　問

野田　　毅

相談役

藤永　勝利
相談役

緒方　一義
顧　問

木原　　稔

顧　問

馬場　成志
相談役

宍倉　　渉
相談役

山本　　浩

　かつてない困難な時代の中で、私たち中小企業は事
業継承など多くの課題を抱えております。「倫理経営」
が今ほど必要とされる時代はありません。熊本県倫理
法人会の躍進こそが、世の中を明るく元気にする源だ
と確信しております。
　令和３年度は、新たな単会を２拠点（宇土市・光の森）

開設し、2600 社の会員数達成が主たる目標となってお
ります。その為には、県役員、単会役員が心を一つに
して、取り組まねばなりません。
　幹事長として、県会長の方針の下、各委員会、各地
区の役職者の皆様と連携を図り、「明朗・愛和・喜働」
の実践による倫理経営の輪が広がるよう倫理の普及な
らびに、県組織の円滑な運営に尽力する所存です。

幹事長　藤永　和広

　「心配するな、何とかなる。嵐の中でも時は経つもの。
人事を尽くしたら騒がず天命を待つ心の余裕が必要だ。
（丸山敏雄　事後の心得）」

　コロナと共生する生活様式にはまだまだ戸惑いもあ
りますが、常に前を見て苦難を喜んで迎え入れる人格
を養っていきたいと思います。
　どうぞよろしくお願い致します。

副会長　井手　庸文

　旧北東地区を２つに分割して頂きましたので、担当
が４単会となりました。微力ではありますが、副地区
長と心を合わせ、各単会の目標に向かって「明朗・愛和・

喜働」で取り組んで参ります。
　そして、笑顔あふれる元気な北部地区となりますよう
進めて参りますので、皆様方の今まで以上のご協力、ご
支援を賜りますようどうぞ宜しくお願い申し上げます。

県北地区長　山中　重子

　現状正単会は熊本東のみなので、菊池・合志、阿蘇
を正単会にすることを目標とします。
　併せて、人口増加率全国トップクラスの菊陽町・光

の森地区に光の森倫理法人会を９月１日開設、翌年８
月正倫理法人会設立を目指します。我が力量も顧みず
地区長という大役を拝受しましたが、皆様のご支援ご
指導宜しくお願い申し上げます。

県東地区長　小嶋　維男

　今我々を取り巻く環境は例年とは違い、コロナウイ
ルス、豪雨災害と、日常生活や経済活動に深刻なダメ
ージを与える未曽有の１年となっています。
　そして、倫理法人会での学びは、こういった時にこ

そ指針となる生き方、会社のより良い未来の為に必要
なものとして、より数多くの皆様に倫理を学んでこの
苦難を幸せに変えていただけるよう、粉骨砕身で普及
に取り組んで参ります。

普及拡大委員長　大橋　武司

青井阿蘇神社（人吉）


