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倫友通信－ひのくに No.349
倫理 くまもと

　昨年は、新型コロナ感染症発祥が世界を苦難の
雲に包み込みました。さらに、郷土熊本の地でも、
地球温暖化による気候変動がその起因とされる、
令和２年７月豪雨災害が発生し、多くの尊い命が
失われました。
　我々は、コロナ禍と気候変動の大苦難に直面し
ながらも、共に倫理経営を学び実践に励む倫理法
人会組織として、県域 23 単会が心を一つにこの
大苦難を受け入れ、コロナ禍対策と災害復旧に向
けた支援活動を展開し、会友同士が支え合い絆を
深めた一年でもありました。

　皆さん明けましておめでとうござ
います!素晴らしい新春をお迎えの事とお慶び申
し上げます。
　熊本県倫理法人会は、本年設立 40 周年を迎え
ます。現在、県内全域に 23 単位倫理法人会の拠
点を有し、2200 社を超える法人会員組織として、
活動を展開しています。
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新年あけまして
　おめでとうございます

熊本県倫理法人会
　　会　長　村 上 尊 宣

新年あけまして
　おめでとうございます

（２頁へ続く）
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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11月30日現在

● 玉名倫理法人会 ●
グリーンハウス
玉名市伊倉北方2279-4

速治膏の吉田整骨院
玉名市伊倉北方310-4

有働薬品
玉名市亀甲278-3

㈲まるしん
玉名郡玉東町木葉543-1

藏原　隆浩
玉名市築地95

㈲サイキ
玉名郡和水町瀬川3482番地

soho new york 玉名店
玉名市中1912

やまと薬局
玉名市中1899-1

清　田　レイ子
     

吉　田　啓次郎
     

有　働　博　一
     

松　本　　　覚
     

藏　原　隆　浩
     

齊　木　信　公
     

中　尾　泰　介
     

中　山　大　和
     
 
     

● 玉名南倫理法人会 ●
上田農園
玉名市天水町小天5672

㈱德永工務店
玉名市大倉587

上　田　哲　子
     

德　永　篤　哉
     
 
     

● 荒尾市倫理法人会 ●
からあげ虎一
荒尾市原万田813-1

㈲内田塗装
福岡県大牟田市草木1112

アクサ生命保険㈱
荒尾市大正町1-4-5

伊　藤　圭　一
     

内　田　保　代
     

池　田　悦　子     
 
     

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
㈱ EDECO
合志市豊岡2030-90

㈱アスク工業
菊池郡菊陽町津久礼76-3

日本生命 熊本支店
熊本市中央区中央街2-11

㈱中尾燈籠園
熊本市北区植木町舞尾631-4

熊本県合志市市議会議員
合志市幾久富1642-38

㈲松永農機サービス
合志市須屋1395-8

㈱中央住建不動産
熊本市中央区南熊本4丁目7-6

㈱MOTORU
熊本市東区御領8丁目6-5

Reia レイア
大阪市淀川区塚本4-9-10

吉　村　嘉　和
     

上　村　信　敏
     

小　松　由美子
     

西　本　美智子
     

来　海　恵　子
     

松　永　修　生
     

山　内　盛　生
     

入　江　和　彦
     

荒　川　裕　子

● 熊本市南倫理法人会 ●
㈱中央自動車学校
熊本市中央区坪井6-10-1

塩　森　大　典

● 熊本東倫理法人会 ●
㈱清水建設
菊池郡大津町大林849

セキュリティプロ kanade
上益城郡益城町平田2328-6

スタジオ　ブラバ
熊本市東区小山
　　　　　 5丁目2-24　2

清　水　哲　也
     

髙　村　廣　一
     

太　田　晃　司

● 熊本市中央倫理法人会 ●
Office M.
熊本市中央区千葉城町3-46　902号

末永会計事務所
熊本市南区馬渡2-1-23

香山祥一教育相談所
熊本市中央区練兵町27　703

ヒノマル㈱
熊本市中央区九品寺5丁目7-29

㈱エトレクルール
　デザインオフィス
熊本市中央区新屋敷1丁目
　　　　　　　　11-1　102

濱　崎　みどり
     

末　永　利　憲
     

香　山　祥　一
     

安　武　広　信
     

堂　上　多麻美

 
     

● 熊本市西倫理法人会 ●
ハコブネ
熊本市中央区中央街10-8　2F

学校法人 常盤学園
　　　かしま幼稚園
上益城郡嘉島町上島846

㈱フューネリア
　　　はません斎場
熊本市中央区南熊本3-9-27

居酒屋たけちゃん
熊本市南区日吉2-6-16

ヒロDIVE
熊本市西区城山大塘1-17-1

合同会社
   Ｋ・Ｐソリューション
熊本市東区戸島1丁目8-16

松　岡　晋一郎
     

吉　岡　友　章

     

田　尻　晃太朗
     

南　　　　　武
     

工　藤　博　也
     

坂　元　祐　樹

 
     

● 菊池合志倫理法人会 ●
エスペランサ
　コンサルティング㈱
合志市幾久富1909-1877

永　清　宗　伸

● 阿蘇倫理法人会 ●
㈱山崎企業
阿蘇市狩尾833-6

㈲井 産業
阿蘇市波野小地野1078

㈲古沢建設
阿蘇郡産山村片俣426

㈱森企業
阿蘇市一の宮町中通1187-2

PT.SAIKO JAYA SUKSES
菊池郡菊陽町光の森5-13-6

中　山　誠　一
     

井　　　保　夫
     

古　沢　伸　吾
     

森　　　真　悟
     

佐　藤　涼　子
     

     
 
     

● 熊本市倫理法人会 ●
㈲木いちご
菊池郡菊陽町光の森6丁目20-2

大智㈱
熊本市東区石原2丁目1-35

大　井　雄　介
     

古　木　幸　恵
     

 
     

● 熊本北倫理法人会 ●
㈱サンテル
合志市栄3792-112

内　田　智　三

● 水前寺倫理法人会 ●
㈱尊 －TAKA－
熊本市東区佐土原３丁目4-83

太田黒　尊　之
     

 
     ● 宇城倫理法人会 ●

㈲入江鉄工
宇城市小川町川尻369

入　江　義　伸
     

 
     ● 宇土市準倫理法人会 ●

熊本コンクリート㈱
宇土市野鶴町400

㈱ライフガス山口
宇土市城之浦町248-1

三　輪　一　浩
     

山　口　智　弘
     

● 人吉市倫理法人会 ●
鍋屋本館
人吉市九日町22番地2

㈲木の花
菊池郡菊陽町辛川1618-1

富　田　峰　子
     

元　村　久　美
     

● 球磨倫理法人会 ●
㈱日創
福岡県大川市上白垣318-2

橋本　啓之
球磨郡あさぎり町免田東
　　　　　　2991-1　301

池　末　秀　夫
     

橋　本　啓　之
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す。電力会社から電気を買う時代か
ら、“自家発電” で自らエネルギーを
作り出していく時代へ。この取り組
みは、国際社会共通の目標として注
目を浴びている「SDGs」の活動に
もつながります。
　地球温暖化防止のため、未来につ
ながる活動を広げていくことこそ、
私たちの使命だと考えています。

人と環境に寄り添った太陽光エネル
ギーを提案!
　太陽光の発電事業に当社が携わる
ようになって 15 年。個人住宅から
産業用まで、自社施工によるワンス
トップサービスを強みとし、これま
でに県内外で 8,000 件以上の実績が
あります。
　企業様に向けては、クリーンなエ
ネルギーを使って経営する “自己消
費型の太陽光発電” を提案していま

熊本市中央倫理法人会 鈴木電設株式会社
　代表取締役　鈴木　健太

熊本市南区城南町今吉野1295
TEL 0964-53-9846

うちやま果樹園
　代　表　内山　貴博

熊本県宇城市不知火町松合1630
TEL 090-4344-3570

　美しくいるためには健康という土台が必須で
あること、また美と健康の基本は足元であるこ
とから、「美脚サロン」としました。元看護師の
経験から、美も健康も小さな悩みのうちに解決
が大事だと思っています。相談からケア、そし
てセルフケアができるところまでサポートして
います。
　倫理法人会に加入したことで、倫理経営を学
び、自分の成長と共により人のお役に立つサロ
ンにしていきたいと思います。

熊本東倫理法人会 美脚サロン A’s Astre 福岡県大牟田市草木611-3
TEL 090-5021-3977

熟させる為に
貯蔵します。
酸が抜けて糖
が上がってく
るタイミング
を見極めて一
つずつ出荷しています。
　これからも食べた人が感動してくれ
る様な作物づくりに取り組んでいきま
す。

　デコポンの発祥の地、宇城市不知火
町で味にこだわり、デコポンとぶどう
（シャインマスカット、ピオーネ、巨峰）
を生産、販売（宇城彩館）しています。
　『良い土壌が立派な作物を育てる』
　除草剤を使用せず雑草を利用する事
で、微生物が活性化してふわふわの土
が出来上がります。そこに厳選した有
機肥料を与える事でコクがあり美味し
いフルーツが出来上がります。
　デコポンは収穫した後二ヶ月以上追

熊本市倫理法人会

感動の涙 止まらず
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究所静岡県御殿場にある富士高原研修所での学び
に参加、全国の後継者倫理塾生だけの集まりに
100 名以上の仲間と出会えたことが塾生の心に火
が付いたのは言うまでもない。
　自分を知ることは世間を知ることに始まり父母
の恩、創業者の恩、自分の存在など塾生が変わる
きっかけとなったように感じた。
　修了した今、学んだことが付け焼き刃に終わら
ず迷ったときは初心に返り、凡事徹底の実践を繰
り返し、一度の人生を取りこぼしのないように邁
進して生きていってほしいと願う。

　昨年 10 月４日スタートした熊本県後継者倫理
塾はコロナ禍の影響で予定より半年遅れで先日
11月 21 日修了式を迎えることができた。
　塾のスタートは父親母親会社の社長に後押しさ
れ渋々塾の参加となった塾生も倫理塾のカリキュ
ラム第一ステージ（自己を知る）に始まり倫理研

後継者倫理塾
　塾長　久保山　文生

修了生に願う

感動の涙止まらず第一期 後継者倫理塾  卒塾式

　今期末までの活動は、40 年の活動実績を尊び、
多くの先輩、功労者に支えられてきた原点に立ち
戻りつつ、純粋倫理を正しく学び、楽しく活動す
るとの理念に基づき、更なる発展を目指して進ん
でまいる所存です。
　本年も倫理法人会活動にご理解とご協力の程、
何卒宜しくお願い申し上げます。

　我々経営者は、大苦難に直面した時こそ!正に
「苦難福門」!明るく朗らかな心で苦難を受け入
れ、明朗愛和に無限の打つ手を打つ事が、正に「運
命自招」!より良い未来を切り開く起点となり、
経営者の自己革新が、正に明るい未来を創造出来
るものと確信しています。コロナ禍の中、私の体
験した逆転の発想によるコロナ対策事業の立ち上
げによる状況の反転は、誰もが味わうことの出来
る倫理経営の醍醐味と信じます。

祝辞　九州沖縄副方面長
　　　　宇都  進氏

祝辞　熊本県倫理法人会
　　　　会長　村上 尊宣
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　令和２年 10 月 11 日（日曜）午前９：30
～10：30　県央地区青年部が中心となり、
熊本市役所周辺、ごみ拾いボランティア活
動が皆様の温かいご協力を賜り、参加者 70
名で無事終えるが出来ました。これからも
地球倫理の推進と自己革新、自己成長に向
け青年委員会一丸となり、倫理実践に取り
組んでまいります。誠にありがとうござい
ました。

　（一社）倫理研究所、内田相談役のご依頼で令和２年
11月 17日（火）カリフォルニア倫理法人会主催、トップ
セミナーが開催され、この度熊本県倫理法人会 村上尊宣
会長が、法人レクチャラーとして事業体験報告を担当さ
れました。海外の倫友との交流は Zoom 会議で行われ、
終始笑顔で自らの体験を 90分に渡り発表されました。
　苦難の中でも笑顔で希望を持ち “苦難福門” 人と人と
のつながりを大切にする中、業績をアップさせる事が次々
と展開していった内容のお話で、拝聴された海外の倫友
からの質問に的確に笑顔で回答されました。『グローバル
化して行く倫理法人会活動』楽しみです。　　（広報　髙田）

県青年委員長　市原  功一朗

第一期後継者倫理塾 卒塾生 11名の決意‼第一期後継者倫理塾 卒塾生 11名の決意‼
お名前 単会名 企業名 決　　意

城戸　敏任 玉　名 マックスジェイティ㈱ 両親への感謝の気持ちを込めて、ハワイ旅行へ連れていきます !

城戸　望任 玉　名 ㈱スマイルプロ 現在エステのお客様が 107名なので、来年の年末までに 200名にします !

西田　大樹 熊本市西 西田硝子㈱ 父や祖父に負けない立派な倫理経営者を目指します !
山田　高大 熊本北 ㈱ニコニコ不動産 後継者倫理塾での学びをフルに生かして、仕事を精一杯頑張ります。

丸山　延寿 八代市 ㈱マルヤマ 後継者として覚悟を決意し会社を受け継いでいきます。
草野　栄二 人吉市 ㈲人吉電設資材 明るい会社作り。疎遠になってた父とお墓掃除をします。

村上　尊由 熊本市南 ㈱エコファクトリー 事業承継に向け、自分自身の信念と求心力を高めつつ、お世話に
なった人々には真心から礼を尽くし、感謝を形に表します。

伊藤　慶輔 八代北 ㈲Prime1 家族を愛し、仕事を愛し１日１日を悔いのないよう生きていきます‼

遠山　　武 八代市 ㈱藤永組 いつも元気で朗らかに、笑顔忘れず、過ごします。
和田　ゆみ 熊本市南 ㈲コンパスポイント 明朗愛和。いつも笑顔で、たくさんの幸せを作り出す経営者になります。

星原　康人 八代北 ㈲パステール 2024 年３月までに保育士の資格をとる。

倫理の輪、海を越えて!倫理の輪、海を越えて!

県央地区ボランティア清掃活動（熊本市役所周辺）
“気持ちいい汗、輝く！”

県央地区ボランティア清掃活動（熊本市役所周辺）
“気持ちいい汗、輝く！”

ハヤト

ミトウ

米国カリフォルニアの皆様

はじめまして !!
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為にはどうすれば良いのか惜しむことなく努力
を続けています。
　お客様はもとより、人々・物事の全ての出会
いに感謝し謙虚な気持ちを忘れず、生あるもの
すべてに愛しむ心を大事に愛し愛され信頼し合
う豊かな人間関係を築き、馴合いでない優しさ
と責め心のない厳しさを持つことを行動理念に
掲げ、真摯に日々の業務に取り組んでいます。
　今のコロナ禍で、大きく経営環境が変化して
います。今こそ、「苦難は幸福の門」という倫理
経営に学びピンチをチャンスに‼次の世代に必
要とされる企業を目指して参ります。

安全・安心で快適な都市環境
を考える
　株式会社アクアテックは、
美しい地球環境・快適な都市
環境を足元から見つつ考え
る。お客様の満足の笑顔を一
番のよろこびとする。地域の

中で育まれることに常に感謝し地域に貢献する。
ということを経営理念として、個人のお客様か
ら公共施設まで設備の保守管理、改善改修工事
など幅広い業務を行っています。
　お客様の困ったをいちはやく最善の方法で解
決する事ができるそんな会社でありたい。その

水前寺倫理法人会 株式会社 アクアテック
　専務取締役　内野　晶子

熊本市中央区帯山７丁目12-5
TEL 096-381-7771

福岡県大牟田市勝立 458 番地１
TEL 0944-56-2713

　会員の皆様は毎日のトイレ掃除でキレイにさ
れていることと思います。
　それでも中々落ちない汚れや
綺麗なトイレを保ちたいという
方はぜひ当社まで。

　当社はトイレコーティング
を主な事業としております。
　トイレコーティングはトイ
レを１度綺麗に掃除し、コー
ティング（膜）を塗ります。
　水垢や汚れの付着を軽減さ
せ付着した汚れもツルンと簡

単に落とせるようになるので日々の掃除が楽に
なります。

熊本市西倫理法人会 エニー・コート
　代表者　登　　勇 輝

熊本市中央区帯山１丁目38-55
TEL 080-1793-3512

　「お互いさまで助け合い」をスローガンに
2005 年から福祉事業を中心に、活動してきまし
た。近年、ニーズの多様化の波に乗るべく、介
護保険事業から自主事業へ転換を図っています。
自主事業は、デイサロンを中心に見守りサービ
スや生活支援等を組み込んだ、総合サービスを
展開中です。又、会員の中に防災士が３人在籍、
近年の災害の経験を生かし、地域のお役に立て
るよう、防災、減災、防犯活動も行っています。『万
人幸福の栞』17 カ条の実践をすることで、これ
からの活動に生かしていきたいと考えています。

荒尾倫理法人会 特定非営利活動法人
　　　　　　　すみれ
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山鹿市倫理法人会
大 島　妙 美

（福）つむぎ会  大道保育園  園長

熊本県倫理法人会
　女性委員長　
　土 穴  由美子

女性委員長という大切なお役をし
っかりと務めさせて頂けるよう、
健康管理にも十分気をつけ頑張り
ます。よろしくお願いします。

　新年明けましておめでとう
ございます。
　私は、令和３年度熊本県の
女性委員長を拝命しました
㈱信誠ハウス常務取締役の
土穴 由美子と申します。
　この度は、女性委員会で活
躍されている女性委員長 17
名をご紹介させていただきま
すので、よろしくお願い申し
上げます。

初春のお慶びを申し上げます初春のお慶びを申し上げます 令和３年度

熊本県内 各単会の女性委員長を紹介

玉名南倫理法人会
浦 田　祐三子

浦田事務所　代表
女性の笑顔は、どんな花より美し
い世界の宝物!
女性の視点や感性を大切にし、実
践倫理に励みます。

荒尾市倫理法人会
久佐賀　眞 理

社会福祉法人慈愛園 シオン園 施設長
会議の現場に参加することは困難
でしたので、今年のオンライン講
座バトンリレー方式は大賛成で
す。社会における子どもの問題を
発信していきます。

熊本東倫理法人会
佐々木　真 弓

㈱Ｓｄｉ　代表取締役
昨年に引き続き、２期目の熊本東
の女性委員長になりました。楽し
く取り組ませていただきたいと思
います。よろしくお願いします。

菊池合志倫理法人会
宮 川　純 子

野沢工芸建築㈱　代表取締役
倫理法人会に入会して早１年半ほ
ど過ぎました。当単会にいらっし
ゃる菊池仁美専任幹事を目標に毎
週月曜日の MS に喜んで進んで参
加しています。

阿蘇倫理法人会
佐 藤　あさみ

大仁産業㈱　代表取締役
ココロも軽く、身も軽く♫
自由にチャレンジ無限大∞
で頑張ります!

熊本市倫理法人会
内 野　佐代子
㈱みらい

１年目は、ただただ役員の皆さま
の動きや活動に付いて行く事で精
一杯でした。今年度は、熊本市倫
理法人会と女性委員会が輝くよう
邁進したいと思います。

玉名倫理法人会
武 岡　寿 美

今日もみなぎる　光をあびて～♪
私はこの歌が大好きです。夢、希
望、笑顔、元気を光輝く女性のた
めにエールを送ります!

㈱ありす代表取締役
食と絵本の空館「ラレーヌ・アリス」オーナー

人吉市倫理法人会
地 下　奈 々

ドリームエレナ　代表
倫理経営を学び実践し、お伝えし
ていきます。よろしくお願い致し
ます。

八代市倫理法人会
小  林　　緑

ヒーリング サロン ドリーミー 代表
新たな在り方への変化と、これか
らも変わらない、人とひとの繋が
りを大切に笑顔の和を拡げます。

八代北倫理法人会
松 田　浩 子

日本生命保険（相）八代営業部
女性の目線で皆様のお役にたてる
様に頑張りますのでよろしくお願
いします‼

熊本市南倫理法人会
和 田　かおる

㈱ソニックジャパン

多くの学びの場を活躍する
女性に広めていきたい

熊本市託麻倫理法人会
一文字　美 穂

オフィステロワール　代表
職業人として、親として、そして
人として倫理の学びを、お役を通
して深めて参る所存です。どうぞ
宜しくお願い申し上げます。

水前寺倫理法人会
竹 野　利 加

サーバントサポート　営業主任

心豊かな繋がりと調和を心
がけたいです。

熊本北倫理法人会
千 北　千 代

ひかりの森ランドナビ
決めたことを最後までやり抜く!
幸福の栞にある第三条をしっかり
心にとめ、日々を過ごしたいと思
います。

熊本市中央倫理法人会
松 本　由 美

㈱SUNSMILE　代表取締役
入会してよかったこと。
倫理法人会の諸先輩方の倫理
実践の学びを聞けること。

熊本市西倫理法人会
千 原　由美子

㈱Re・Gloss　取締役
女性委員長として、女性の来やす
い雰囲気作りを目指し、女性を増
やしていきたいと思います!


