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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 

　昨年10月、福岡に次いでスタートした熊本県倫理法人会後継者倫理塾も一年間の
カリキュラムを終え、11月21日に修了式を迎えます。若き経営者として、また幹
部候補として、一年間を共に学び、助け合い、歩んできた11名の塾生たち。今回の
新型コロナウイルスでの開催自粛や県南地域においての７月豪雨災害の中でもアイ
デアを出しあい、一致団結のチームワークで友情を深めてまいりました。今回は、
その様子を後継者倫理塾 馬場口一利運営委員長のコメントとともにお届けします。

一年間のカリキュラムを終え、いよいよ修了!
第１期  後継者倫理塾
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後継者倫理塾  運営委員長
　　　　　馬場口　一 利

塾講座風景 他県の塾生に自己紹介をし合う 座禅でチームの気持ちを一つにまとめる

　久保山塾長と共に１年間の準備期間を経て、昨
年10月に１期生11名を迎えて入塾式を開催しま
した。それから毎月１回、一泊二日の後継者塾が
スタートしました。
　倫理経営の真髄を学び、実践することが当塾の
本分です。したがって、学びのベースは「万人幸
福の栞」17カ条の実践報告と解説です。それとも
う一つ「丸山敏雄伝」をテキストに、創始者の考え
方を学ぶことです。
　１月に富士高原研修所にて西日本の塾生100名
と共に研鑽し合った事も大きな出来事でした。た
だし、２月を終えた時点でコロナ禍により中断を

余儀なくされました。その間はオンラインによる
勉強会も併用し、10月に最終回、11月21日に修
了式を迎えることが出来ます。
　それと、共に塾をサポートして頂いた運営委員
様にも感謝しかありません。
　開塾当時から世の中は大きく変化してしまいま
した。しかし倫理塾での学びは、このような変化を
しっかり受け止め、落ち着いて対処できるリーダ
ーとしての資質を養うためのものだと考えます。

　自社の後継者育成をお考えの経営者のみなさま（未会員も可）、
　是非、塾生の研究成果発表の場である修了式へお越しください。
日時：2020 年 11 月 21 日（土）
　　　受付：15：00～　研究発表・修了式：16：00～18：00
　　　修了生との激励懇親会：18：20～20：00
場所：ザ・ニューホテル熊本 （TEL 096－326－1111）
会費：3,000 円　※懇親会出席者のみ　人数限定
申込み締切り：11 月 10 日（火）までに単会事務局へ

後継者倫理塾 第 1期生による研究発表・修了式 開催します!

富士高原研修所　１月 10日～12日

●熊本県７月豪雨災害ボランティア活動（人吉・球磨・水俣芦北地区）
●令和３年度 単会新役員紹介２　●後継者倫理塾卒塾に思う
●2020 年 11 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.348
倫理 くまもと

　なぜ結婚生活に夢や希望を持てないのか。両親
の姿からなのです。
　結婚当時は上手くいっていたが、次第におかし
くなり今では冷めてしまい気まずくなってしまっ
た。どうしてそうなったのか。それは約束を破っ
たからです。結婚の形式は違っても自分自身が、
「どんな境遇になったとしてもこの人を守り助け
支え合い添い遂げ幸せになっていく」と誓った初
心を忘れ破った結果なのです。互いに自分の思い
通りにならないと悩む。

　適齢期になった男女が結婚して夫
婦になり家庭を持つ。以前はごく普

通でしたが、婚姻数が年々減少しています。時代
の変化により原因は様々ですが、一番の原因は結
婚に魅力を感じなくなった若い人が増えたことで
しょう。
　両親や周りを眺めて夫婦の良さを感じられない
からだと思います。

2020年11月
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矢城神社そばにある「夫婦岩」（芦北町）
撮影者：水俣芦北倫理法人会　森下 國博

夫婦対鏡
夫婦は一対の反射鏡

「 夫 婦 岩 」「 夫 婦 岩 」
熊本県倫理法人会
　　相談役　緒 方 一 義

（２頁へ続く）
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新入会員のご紹介（敬称略）
● 山鹿市倫理法人会 ●

令和２年９月 30日現在

㈱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

曽山　良文
山鹿市中942-6
　　　　スジャータ101号

和布刈パコダビル
山鹿市山鹿1597-2

スナック  ひろみ
山鹿市山鹿53-5

佐　藤　哲　章
     

河　内　伸　介
     

曽　山　良　文
     

稲　田　　　均     
     

福　本　ひろみ

● 菊池合志倫理法人会 ●
社会福祉法人  愛火の会
合志市野々島2774-4

土　井　章　平

● 熊本市倫理法人会 ●
㈱アーバングリーン
熊本市中央区水前寺1-15-4
  　　　　　　　Ｅ－1号室

㈱クマモト敬和
熊本市東区長嶺東8-5-1

池　端　　　潔
     

宮　野　敬　之

● 熊本市中央倫理法人会 ●
㈱山伝
熊本市東区健軍本町24-23

黒　木　臣　宜

● 熊本北倫理法人会 ●
むくみとり本舗
熊本市北区清水岩倉1-21-7

㈱グリーンコーポレーション
熊本市北区梶尾町1745-115

葉っぴーファーム
熊本市北区小糸山町90-4

㈱イースト
上益城郡御船町御船805-2

東京海上日動火災保険㈱
熊本市中央区水道町5-15  4階

日本生命保険（相）

ソニー生命保険㈱
熊本市北区硯川町285-8

テン・アシスト
上益城郡益城町918-1

たにいスタイル
熊本市中央区坪井6丁目8-20  302

與　田　善　之
     

菅　原　康　治
     

村　上　優　子
          

東　　　賢　治
     

石　田　二　美     
     

三　坂　幸　穂     

平　尾　　　祥
     

田　中　健　樹
     

谷　川　　　寛

● 熊本市南倫理法人会 ●
㈲ＣＳプラン
熊本市南区近見3-12-10

㈱セブンデイズ
熊本市中央区大江2-15-5
  　　　　エイトビル２－Ｂ

㈱総合内装業TANAKA
熊本市北区飛田2丁目10-95

㈱Ｌ.Ｔ.Ｄ
熊本市東区画図町下無田1159-1

NPO法人スポーツクラブ
     ・エスペランサ熊本
八代郡氷川町栫1239-1

㈱ネクスト警備
熊本市中央区水前寺公園23-7

ふくろう合同会社
熊本市西区春日4-25-6  1階

税理士  新田事務所
熊本市中央区水前寺5丁目15-15

モイスティーヌ
　　熊本横手サロン
熊本市西区横手4丁目11-15

㈱梼デザイン事務所
熊本市中央区坪井6丁目5-20

ジャーニー事務所
熊本市中央区渡鹿4-8-79

田　中　　　建
     

福　本　英　德
     

田　中　龍　太
          

永　野　雅　人
     

光　永　誠　司

     

山　本　義　孝
     

吉　岡　直　之
     

新　田　哲　也
     

田　邉　　　禄

     

坂　本　　　希
     

谷　山　徳　彦

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
㈱サンテクノ
熊本市東区下南部1-3-130

福　田　清　之
     

     

● 宇城倫理法人会 ●
㈲ハートフルハウス
宇土市浦田町150

あいおいニッセイ同和損害保険㈱
　　熊本支店  熊本南支社
宇土市水町50-1
クロス21UTO  テナントＫ棟

下　夷　純　二
     

三　上　晴　雄

● 天草倫理法人会 ●
パナソニック　
コンシューマー マーケティング㈱
天草市今釜町7-41

福　嶋　文　江

● 玉名倫理法人会 ●
アムウェイ  蔵座登和子
玉名市安楽寺318-2

清原　不士子
玉名市岱明町上1060-10

松本　憲二
玉名市横島町共栄99

蔵　座　登和子
     

清　原　不士子
     

松　本　憲　二 
     

● 玉名南倫理法人会 ●
居酒屋さくら
玉名市山田2126-1

㈱九州永田
熊本市南区南高江6丁目3-28

㈱でんきの三川屋
玉名市千田川原25

浦田事務所
玉名市岱明町野口2077-2

㈱ライズナー
熊本市東区画図町重富858
　　　　　ＣＰＫビル３Ｆ

本　田　孝　行
     

坂　部　龍　也
     

三　川　誉　一
          

浦　田　祐三子
     

西　村　和　男

● 阿蘇倫理法人会 ●
（社福）やまなみ会　
　　　　くんわ技研
阿蘇市黒川396

㈱古屋産業
　オートギャラリー乙姫
阿蘇市乙姫1761

岩　本　千　鶴

     

岩　永　良　成

● 荒尾市倫理法人会 ●
㈱堀島石材
玉名郡南関町関下370-1

堀　島　政　広

● 熊本東倫理法人会 ●
㈲加納工芸社
熊本市東区小山5丁目9-1

加　納　陽　一 ● 宇土市準倫理法人会 ●
司法書士行政書士
　　岡村光洋事務所
熊本市南区城南町舞原291-5

たつや
天草市志柿町6327-2

岡　村　光　洋

     

江　﨑　貞　利
     

 
     

● 八代市倫理法人会 ●
ARLSホールディングス㈱
八代市毘舎丸町1-3

松　木　喜　一

 
     

● 熊本市西倫理法人会 ●
食品保健指導士
　シルバーマイスター
熊本市中央区水前寺2-2-11 301

メルヘン内藤
熊本市中央区国府3-27-13
       霧島on  No.10  101号

公文式御幸笛田教室
熊本市中央区萩原町3-21-602

高　木　貴　代

     

内　藤　寿　真
     

藤　岡　久　子

● 人吉市倫理法人会 ●
人吉タクシー㈱
人吉市中林町1902-2

池　田　光　男
     

● 八代中央倫理法人会 ●
たか匠屋根葺工業
八代市本町4-14-1

グレイス・ヨウコ
八代市本町1丁目6-52

八代港湾倉庫㈱
八代市毘舎丸町1-3

山　田　隆　英
          

西　岡　憲　子
     

尾　坂　大　介

● 水前寺倫理法人会 ●
㈱イースト不動産
熊本市東区下江津7-6-20

ユニオントラベル熊本
熊本市中央区九品寺4-1-8
       　　　　木村ビル2Ｆ

コトバー（KOTOVAR）
熊本市東区秋津2-1-72

ブリリアントブリッジ
ワールドトレーディング
熊本市西区戸坂町2-12

湯　野　和　彦
     

本　田　祐　亮
     

宮　本　清　香     
     

橋　口　華　英
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　この度の令和２年７月豪雨災害に
は、全国から沢山のご支援を頂きあ

りがとうございました。私は芦北方面への物資
搬入のお手伝いをさせて頂きましたが、芦北水
俣倫理法人会会員の田中社長は、経営しておら
れる旅館が１階まで床上浸水し、厨房、トイレ、
客室など被災されました。自分のお店も大変な
のに、田中社長は、旅館２Ｆの大広間を開放され、
社員の方々と支援物資を飲料、食料、衣類など、
種類ごとに分類して、地域の皆さんに配ってお
られました。
　また、芦北水俣倫理法人会会員の一川社長は、
被災された地域住民の方々に提供する支援物資
置き場として、経営する福祉事務所の一角のス
ペースを提供しておられました。周りの被災者

の方を第一優先にされた姿に、地域の皆様が大
変感謝しておられます。
　最後に、木工家具製作を経営しておられる八
代北倫理法人会の木山専任幹事は、泥のかき出
しのための鋤（すき）を手作りで作られ、何本
も無料で提供頂きました。目立たないところで、
多くの会員の皆様の利他的ご活躍を目にした支
援活動でした。心より感謝申し上げます。

熊本県倫理法人会
　　幹事長　藤 永 和 広

　倫理の教えに「夫婦対鏡」があります。夫が愛
の情にもえて、やさしくすれば妻は尊敬信頼して
世の中に夫より外に男性はないと、ただ一途に夫
に頼る。この時夫はまた、世に妻より外によき女
性はないと、愛情をかたむける。そして明朗愛和、
常に春のような、なごやかな家庭がつくられる。
　ここで大事なことは常に男が先に行動すること
です。このような家庭で育った子供たちは豊かな
個性と感性を持って成長し、よき社会人となり家
庭を築き地域を発展させ国を担う大人になってい
きます。
　婚姻数が減れば出生率の減少となります。世の
中は会社、地域、国に至るまで人で成り立ってい
ます。人口減少は全ての存在基盤を脅かします。
　家庭をゆるぎないものにすることは人類の繁栄
に繋がることなのです。折しも今日はコロナ禍に
よりテレワークやオンラインでの授業、診療、買
物等々家庭での滞在時間が増えます。これからウ
ィズコロナ時代は価値観や優先順位が大きく変わ
ります。家庭が果たす役割は益々重要になるでし
ょう。
　その中心軸は夫婦の心のあり方なのです。

　実は自分の都合のよいように相手を変えたいと
自身では気づかない我儘が出てしまうからなので
す。お互いの我儘に拠る心のすれ違いが二人の健
康を阻害し経済的に困窮させ空虚な家庭生活を送
ることになります。子供たちは将来に夢や希望を
持てません。
　全国至る所に夫婦岩が点在していますが、大抵、
大きな岩がどっしりと鎮座していて、その側に少
し小ぶりの岩が寄り添うように座っています。
　大きい岩が風雪や荒波から小さな岩を守ってい
るかのように。小さな岩は大きい岩を支えている
ように見えます。
　人々はこの悠久のたたずまいに夫婦の在り方を
重ね合わせたのでしよう。
　二つの岩にはしめ縄が張り渡され愛情の強い絆
を表しています。夫婦岩を眺めていると「男は強
くないと生きていけない。やさしくなければ生き
る資格がない」レイモンド・チャンドラーの名言
を思い出します。夫は身の回りの世話になり一番
の理解者協力者である妻を幸せに出来なくて他の
誰かを幸福にできるはずがありません。妻は家族
を守るために一生懸命働く夫を一番大切にしなく
ては誰にも、優しくできません。

人吉・球磨・水俣芦北
豪雨災害復旧ボランティア活動

人吉・球磨・水俣芦北
豪雨災害復旧ボランティア活動

熊本県内から災害復旧にかけつけた倫友の皆さん
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　今回の７月４日の水害を受けて、
まず私は被災をしてませんでしたの

で、当日は何も理解していなかったのが現状で
した。
　余りにも全国の美容関係の友達や倫理法人会
の仲間たちから、大丈夫ですか？の電話が鳴り
止まなく不思議には感じておりましたが、２日
後に球磨川を唯一、一本の橋だけが通行可能に
なり人吉市の球磨川沿いの状況を知ることにな
りました。それは、今までに見た事のない瓦礫
の山で、街を通るとため息しか出ない状態に一
変しておりました。
　車は、全てひっくり返り高級外車もみるも無
残、２階や、色々な所に引っかかっておりました。
橋の上には、流木と瓦礫、電柱は倒れ商店街の
各お店は、土砂に埋もれこれはやばいと直ぐに
実感しました。
　そこで私は、仕事どころではない状況を直感
しました。先ずは店長達と即行話し合い、何が
出来るか!すぐに店長達からも『支援活動しま
しょう、何かやりましょう‼』と言う意見が出
て『よし‼ やろう‼ 』
　全社一丸となり一致団結して支援活動をやる
ことを決める決意をしました。
　とてもスタッフたちに、感謝致します。活力
朝礼をやり続けていて良かった。感謝しかあり
ません!
　早速、作業服に着替えスタッフの父のトラッ
クを借り、私がたまたま買っていた、軽トラで、
毎日の様に土砂出しをやりました。人吉市倫理
法人会の会長自ら被災されていたし、この被災

された状態で、沢山の方から電話がかかると携
帯も土砂混じりになりながらも、支援活動の段
取りをしていきました。倫理の仲間が、無償で
重機を借りてくれ、先の何も見えない中で皆さ
んと一緒に、ただひたすらに無我夢中でやりま
した。
　被災された人吉市倫理の会長や、人吉市民や
倫理の会員さま、人吉の友達や親戚、お客様、
理美容の仲間の為に何か出来ないか？
　熊本県倫理法人会 村上会長や、全国の倫理法
人会の方々から、そして全国の理美容業界から
も支援物資が届けたいとご依頼があり、中途半
端な場所ではお受けすることが出来ないと直感
して、わが社の岩盤浴施設を思い切って２カ月
間休止して、支援物資の受け渡し場にさせて頂
きました。
　３ヵ月たったこの頃になってもまだなお「あ
の時はとても助かりました～‼着る服も全て無
かったので‼」と、とても感謝されることが、
やって良かったなぁと思います。
　倫理法人会の有志、法人局からの支援金など
時間があれば、全てを回らせて頂き配る作業も
本当に喜ばれました。
　色々とまだまだ終わった訳ではありませんが、
必ず素晴らしい人吉市球磨に復興再開すること
を願ってこれからも出来ることを少しずつでは
ありますが、しっかりと行って参ります。
　又どれくらいかかるかわかりませんが、復興
再開して今以上の素晴らしい町になることを確
信しております。
　頑張りますので、これからも、どうぞ宜しく
お願い致します。

熊本県倫理法人会
　　朝礼委員長　平 瀬 裕 一

　９月 26 日㈯、熊本県倫理法人会、県
北地区 災害ボランティアが球磨村にて
開催されました。
　県役員より村上県会長、県北地区よ
り（玉名）６名、（玉名南）８名、（荒尾）
３名のご参加を頂きまして、清々しい
汗をかきながら非常に活気ある地域貢
献、ボランティア活動となりました!

青年委員
会

県青年委員長
　市原  功一朗
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宇城倫理法人会 会長　久野　智生
●抱負
　「令和３年度会長を拝命致しました。早く役
　に追いつき、役に徹し、宇城倫理法人会を復
　活させるべく頑張ります。」

●好きな言葉
　「自然体」

宇土市準倫理法人会 会長　河副 日出海
●抱負「本年度、私達単会は“宇土市の希望とな
　る”をスローガンに掲げ、様々な業種の方々が
　心の経営を学び会社、家庭、地域の繁栄を目
　指して頑張っていきます。」

●好きな言葉
　「不易流行」

八代中央倫理法人会 会長　齋 藤　　正
●抱負
　「当単会は、来年６月に10周年を迎えます。 
　節目の年ですので、会員様の為、倫友の為役
　員一同、邁進して参ります。」

●好きな言葉
　「一期一会」

球磨倫理法人会 会長　金澤 英二郎
●抱負
　「会長を拝命して３年目を迎え、普及目標を
　達成すべく、役員と力を合わせ頑張ります。」
●好きな言葉　
　「即実践」
●スローガン
　「いつも明るく　笑顔溢れる　球磨の会」

八代北倫理法人会 会長　小林　宗義
●抱負
　「原点回帰として ⑴モーニングセミナーの充
　実 ⑵ナイトセミナーの充実 ⑶コロナ対策をし
　た上で大懇親会の開催を実施します」

●好きな言葉
　「人生神劇」

人吉市倫理法人会 会長　梅 田　　勇
●抱負「人吉の元気スポットへようこそ、から
　始まるモーニングセミナーです。」出席された
　皆さんに元気と勇気と感動をお持ち帰り頂き
　たいです。
●好きな言葉　「積極一貫」
●スローガン
　「倫理の学びを深め、真心の実践をしよう!」

山内 喜久子事務長 久野 智生会長 横田 浩一専任幹事山内 喜久子事務長 久野 智生会長 横田 浩一専任幹事 増田 京子専任幹事松枝 伸行事務長 河副 日出海会長増田 京子専任幹事松枝 伸行事務長 河副 日出海会長

地下 奈々専任幹事 梅田　勇会長 都登 祐樹事務長地下 奈々専任幹事 梅田　勇会長 都登 祐樹事務長 斉藤 良二事務長 小林 宗義会長 木山 祐一専任幹事斉藤 良二事務長 小林 宗義会長 木山 祐一専任幹事

竹原 尚宏事務長 金澤 英二郎会長 永田 伸悟専任幹事竹原 尚宏事務長 金澤 英二郎会長 永田 伸悟専任幹事 下山 修正事務長 齋藤　正会長齋藤　正会長 小林 寿男専任幹事下山 修正事務長 小林 寿男専任幹事
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玉名南倫理法人会 会長　城戸　雄生
●抱負
　「先ずは動く!かかわる全ての人を笑顔にし
　て、実践を通して会員の皆様の幸せに貢献す
　る。One Team 玉名南」

●好きな言葉
　「一灯照隅」「万灯照國」

菊池合志倫理法人会 会長　小山内　稔
●抱負「今年は正法人会として100社に戻す事、
　若い世代に入会して頂き、幹事として活動し
　て貰う。菊池合志の活性化を計る。」
●好きな言葉　
　「温故知新」
●スローガン
　「明るく元気に活動しよう」

阿蘇倫理法人会 会長　江藤　長利
●抱負
　「今年度で会長を拝命して３年目になります。
　また同時に当単会は10周年に当たります。会
　員100社以上の達成を目指します。」

●好きな言葉　
　「人生はあなた次第」

熊本東倫理法人会 会長　中鶴　昭一
●抱負「コロナ禍で大変な企業環境であります。
　だからこそ倫理を深く学び、明朗・愛和・喜働
　の実践による活動を、一人でも多くの方にお
　伝えしていきます。」
●座右の銘「自分にコンプレックスがあること
　はとてもよいことです。コンプレックスが全く
　ない人とのお付き合いは、とても疲れます。」

山鹿市倫理法人会 会長　立山 大二朗
●抱負「おかげさまで山鹿のモーニングセミナー
　は1,500回を超えました。歴代会長や先人たち
　の思いを継承しつつ、この新しい体制で全会員
　と地域のために努めて参ります!」
●好きな言葉　「至誠惻怛・立志窮理」
●スローガン
　「100の笑顔が輝く山鹿市倫理法人会」

熊本市倫理法人会 会長　内田　英一
●抱負
　「人間力をつけ、経営力を磨き、幸福を実現
　します」
●好きな言葉　
　「純情（すなお）」
●スローガン
　「質の高い挨拶を目指します」

熊本北倫理法人会 会長　宮本　勝年
●抱負
　「昨年同様、熊本北のスローガン『明るく楽
　しいパワースポットの場』MSの会場が笑顔で
　学び合える場にしていきます。」

●好きな言葉
　「人生は笑顔で❣」

水前寺倫理法人会 会長　平野 美佐子
●抱負「全ての人が喜びに満ちた人生を歩めま
　すように、願いを込めて仲間作りの輪を広げ
　ていきます。」
●好きな言葉　
　「いつも心に太陽を!」
●スローガン
　「明るく、楽しく、笑顔あふれる水前寺!」

熊本市南倫理法人会 会長　髙見　睦代
●抱負「2020年、【レジリエンス】という言葉を、 
　頻繁に耳に致します。会員の皆様と共に、し
　なやかに動き、ワクワクとなる会を目指した
　いと思います。宜しくお願い致します。」
●好きな言葉　「一念通天」
●スローガン
　「倫理経営 ～ 楽しく学び ～ 楽しく実践!」

熊本市託麻倫理法人会 会長　中園　朝子
●抱負「最後の１年です。このコロナ禍で会長をさ
　せていただけることは、とっても意味があること
　だと捉えております。１日１日を大切に悔いがな
　いように精一杯、やりきります。」
●好きな言葉「尊己及人」、「世界のために、最高の
　自分を発揮します。」「嫌いな人を好きにならな
　くて良い、だが『嫌いな人』を愛しなさい」

熊本市西倫理法人会 会長　藤岡　久子
●抱負
　「会長職３年目です。新役員さん方と『日本一 
　明るく楽しく居心地の良い熊本市西倫理法人
　会』をスローガンに掲げ、笑顔の絶えない単会
　を目指します。」
●好きな言葉
　「～清く正しく美しく～ ありたいです（笑）」

山田 ミヨ子事務長 内田 英一会長 白石 智也専任幹事山田 ミヨ子事務長 内田 英一会長 白石 智也専任幹事 宮本 勝年会長髙田 義久専任幹事 佐多 修一事務長宮本 勝年会長髙田 義久専任幹事 佐多 修一事務長

菊池 順子専任幹事 藤岡 久子会長 後藤　正事務長菊池 順子専任幹事 藤岡 久子会長 後藤　正事務長 伊波 啓太専任幹事 中園 朝子会長 田尻 一成事務長伊波 啓太専任幹事 中園 朝子会長 田尻 一成事務長

宇野 哲朗事務長 髙見 睦代会長 北里 隆明専任幹事大野 貴子専任幹事（副）宇野 哲朗事務長 髙見 睦代会長 北里 隆明専任幹事大野 貴子専任幹事（副） 松岡 和孝専任幹事 平野 美佐子会長 江口 浩美事務長松岡 和孝専任幹事 平野 美佐子会長 江口 浩美事務長

城戸 雄生会長稲田　豊専任幹事 楠本 砂恵事務長城戸 雄生会長稲田　豊専任幹事 楠本 砂恵事務長

川端 修平専任幹事 立山 大二朗会長 本田 嘉子事務長川端 修平専任幹事 立山 大二朗会長 本田 嘉子事務長 金只 成人事務長 中鶴 昭一会長中鶴 昭一会長 冨岡 洋三専任幹事金只 成人事務長 冨岡 洋三専任幹事

山口　晃事務長 江藤 長利会長 野中 優三専任幹事山口　晃事務長 江藤 長利会長 野中 優三専任幹事 高尾 安洋事務長 小山内  稔会長 菊池 仁美専任幹事高尾 安洋事務長 小山内  稔会長 菊池 仁美専任幹事

会報９月号で紙面の都合上、紹介が出来な
かった熊本県内の残り 17 単会の紹介です。
心機一転、皆様方と共に倫理の輪を広げて
まいります。
又、今年度は光の森倫理法人会設立に向け
県内 23 単会、役員一丸となって取り組んで
おります。会員の皆様もご支援いただきま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

【おわび】前回９月号で八代市倫理法人会の
事務長の氏名に誤りがありました。正しく
は野尻雄介様です。

熊本県倫理法人会

令和３年度　単会役員紹介


