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倫友通信－ひのくに No.350
倫理 くまもと

よって社長の器を向上させるヒントがこの倫理経営
講演会にあると思います。
　令和３年度の倫理経営講演会は「経営力を磨く」
をテーマに、倫理に根ざした企業繁栄の手がかりを、
経験豊かな講師より具体的にご教示してもらいま
す。
　本講演会が、参加される多くの会員企業のみなら
ず、未会員企業経営者にもご参加いただくことで、
皆様の輝ける未来が待っていると信じています。
　最後にふるさと熊本の発展を心から願い、多くの
皆様のご来場をお待ち申し上げます。

　私たちが学んでいる倫理経営は、「経
営者が純粋倫理という生活法則をより

どころ、手本にして、トップリーダーとしての人間
力を磨き高める、その力を土台にした経営である」
と言われます。
　ウィズコロナそしてアフターコロナで、世の中は
大きく変わろうとしています。この時代に、経営者
は人間力を磨いていかねばなりません。倫理経営に
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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 

   

   

～豊かな人間性を持つ 真のリーダーを育成～  

後継者倫理塾 二期生募集  
第1回 説明会開催 3月19日（金）
時間：午後６時半より
場所：くまもと県民交流館 パレア9階 会議室9　 

《 おもなカリキュラム 》（予定）  
「万人幸福の栞」の講座
栞の学習と事業体験報告の二部構成。
17の栞の条を一つひとつ、深く正確に読み解きながら、法人
レクチャラーたちの体験報告を聞き、純粋倫理を学びます。
栞の解説は倫理研究所 法人局 九州・沖縄副方面長。

実践目標と実践報告 
栞の学習から得られた気づきを元に自己の未達成課題への挑
戦を行います。栞のテーマに沿って様々な挑戦を行うことに
より、持続的な成長のプロセスを体現していくカリキュラム
です。 

ビジネスマネジメント 
一般的な経営知識として、経営・マーケティング分野を中心
に実際の戦略立案にもつながる基本的な「型」やビジネスシー
ンに不可欠なスキルなども学べます。

後継者倫理塾  募集要項  
開　　催：2021年10月～2022年7月（全10回） 

１泊２日（毎月１回、第３土・日曜）
参加資格：25歳～50歳の事業継承者 
条　　件：・熊本県倫理法人会会員企業である

・塾のプログラムすべてに参加できる   
※原則として、欠席は認められません。

受講費用：25万円 
宿泊費、食事、テキスト代を含む。
富士高原研修所への交通費は別途。 

定　　員：15名 
会　　場：ひのくにふれあいセンター（合志市）

後継者倫理塾とは

～豊かな人間性を持つ 真のリーダーを育成～  

後継者倫理塾 二期生募集
第1回 説明会開催 3月19日（金）
時間：午後６時半より
場所：くまもと県民交流館 パレア9階 会議室9　 

後継者倫理塾とは
企業の未来を担う、後継者の育成を目的に開催している後継者
倫理塾。先代の想いを受け、さらなる発展を目指す次世代の経
営者を育成するために、一年間を通して倫理経営のエッセンス
を学ぶ研修プログラムです。

※説明会は、5月、6月にも行います。詳細は決まり次第、おしらせ
　いたします。　説明会についてのお問合せは、熊本県倫理法人会
　事務局（担当：森山）まで。 

　玉名倫理法人会は平成２年３月に発足し、令和２
年に設立 30周年の記念すべき年を迎えました。
　これも偏に皆様方のご支援、ご高配の賜物と深く
感謝し、厚く御礼申し上げます。
　玉名倫理法人会の 30 年の歩みは決して順風満帆
ではなかったと聞き及んでいます。
　今日を迎える事が出来ましたのも、設立当初より
歴代会長及び役員、会員の皆様方のひとかたならぬ
ご苦労と、ご努力の賜物であります。
　これを礎に玉名倫理法人会が今後、益々発展致し
ます事を会員一同、全力で取り組んでまいります。

設立 30周年記念式典開催

玉名倫理法人会
会長　松本 眞二

令和２年12月19日㈯

玉名倫理法人会　会長　松本  眞二

玉名倫理法人会

祝辞　熊本県倫理法人会
　　　会長　村上 尊宣

祝辞　衆議院議員
　　　　野田  毅 氏
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４月５日㈪
　18：30～20：30

華月園
宇城市松橋町松橋859-1

山鹿市民交流センター
山鹿市山鹿987番地３

山 下　幸 平 氏
一般社団法人
倫理研究所

関東・甲信越方面
研究員

愛知県豊田市中央倫理法人会

主催・チケットのお問合せ

宇城倫理法人会
TEL 0964－23－3055

日時

場所

講師

原 田　信 雄 氏

４月６日㈫
　18：30～20：30

山 下　幸 平 氏

主催・チケットのお問合せ

山鹿市倫理法人会
TEL 070－1946－6851

日時

場所

講師

４月８日㈭
　18：30～20：30

主催・チケットのお問合せ

熊本東倫理法人会
TEL 096－200－7710

日時

場所

４月 11日㈰
　18：00～20：00

菊池市立 泗水町公民館
菊池市泗水町豊水3565

森 脇　慎 一 氏

主催・チケットのお問合せ

菊池合志倫理法人会
TEL 096－288－9398

日時

場所

講師

４月 13日㈫
　18：30～20：30

坂 元　一 成 氏

主催・チケットのお問合せ

宇土市準倫理法人会
TEL 0964－31－0285

日時

場所

講師

４月 16日㈮
　18：30～20：30

玉名市民会館
玉名市岩崎152-2

鈴 木　隆 一 氏

主催・チケットのお問合せ

玉名倫理法人会
TEL 080－5795－6298

日時

場所

講師

上松山
　コミュニティセンター
宇土市松山町1752-3

令和３年度 熊本県内倫理経営講演会（４月～５月）

経営力を磨く経営力を磨く

事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

関東・甲信越方面
研究員

一般社団法人
倫理研究所

首都圏方面
副方面長

沖縄県中部倫理法人会

喜 納　康 光 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人アドバイザー

宮崎県延岡市倫理法人会

児 玉　雄 二 氏
事業体験
報 告 者

宮崎県北霧島倫理法人会

山 下　康 徳 氏
事業体験
報 告 者

福岡県北九州市中央倫理法人会

植 木　秀 人 氏
事業体験
報 告 者

徳 江　秀 雄 氏

一般社団法人
倫理研究所

理事

一般社団法人
倫理研究所

名誉研究員

講師

阿蘇熊本空港
　ホテルエミナース
上益城郡益城町田原2071-1

　令和３年度の倫理経営講演会は「経営力を磨く」を
テーマとして、企業を繁栄に導く方途を具体的に提案
します。
　熊本県倫理法人会では４月～５月に県内 21 単会で
開催されます。不透明な時代の中で皆様の事業が未来
に向けて力強く邁進するきっかけになることを願い、
多くの方々のご来場をお待ち申し上げております。

　新型ウイルス感染症の拡大により、従来の社会生活
は一変し、先の見えない状況の中での事業のかじ取り
は一層厳しいものとなっています。企業はあらゆる力
を結集して、この荒波を乗り越えていかなければなり
ません。
　求められるのは、トップの人間力を土台とした “経
営力” なのではないでしょうか。

※予定は変更になる場合がございます。詳細については該当の倫理法人会へご確認ください。
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新入会員のご紹介（敬称略） 令和３年１月31日現在

● 山鹿市倫理法人会 ●
㈲堀川機材
山鹿市鹿校通3-2-27

北原　市子
山鹿市鹿央町持松1172-2

すなっく華
山鹿市昭和町313-1

堀　川　哲　也
     

北　原　市　子
     

冨　田　春　美
     
 
     

● 熊本東倫理法人会 ●
㈲メカニックシステム
上益城郡益城町小谷816

山村　みちよ
阿蘇郡高森町高森1598-4

工　藤　誠　昭
     

山　村　みちよ
     
 
     

● 玉名倫理法人会 ●
あおば整骨院
玉名郡玉東町稲佐123-4
　　　　上土井ビルＡ－１

佐　藤　勇　輝

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
合Ｋ・Ｐソリューション
熊本市東区戸島1-8-16

オフィス  マイライフ
熊本市中央区水前寺公園5-12
　　　　　グラッチェ701

㈱セーフティガード
熊本市北区龍田陳内3丁目10番1号

ライフグランド㈱
千葉県市川市田尻3-6-21
   ブライト・ベルウッド505号

㈱そうごう保険SHOP
菊池市隈府1579-11

Gift Your Life ㈱
熊本市中央区神水2-10-23
　　　　　第２北野ビル４Ｆ

海鮮屋 魚吉 光の森店
菊池郡菊陽町光の森2丁目7-10

㈲Ｔ３
熊本市東区長嶺東1-4-141

ポップ・スタイル㈱
合志市御代志1665-19

坂　元　祐　樹
     

佐藤 マリアエリザ

     

福　岡　　　益
     

日　高　知　美

     

岡　本　夏　樹
     

工　藤　三　徳

     

永　山　大　将
     

松　川　和　矢
     

田　中　洋　美

● 熊本市倫理法人会 ●
㈱光生
熊本市中央区新大江3-19-51

司法書士法人　あかりテラス
熊本市東区御領2-28-14
　　　　　 大森ビル203

医療法人　金澤会
熊本市西区島崎2丁目22-15

橋　本　達　弥
     

宮　村　和　哉

     

金　澤　知　徳

● 熊本北倫理法人会 ●
㈱クロコロール
熊本市南区近見6-12-85　101

山　下　雄一郎
 
     

● 熊本市西倫理法人会 ●
ほのぼの電気
熊本市東区榎町14-17

㈾ビーシー櫛山
熊本市中央区本山4-3-22

㈱ Stone Innovation Japan
熊本市中央区出水
　7丁目56-41　森野倉庫２Ｆ
　
後藤きもの教室
熊本市南区平田1丁目6-15

㈱ F・N Innovation
熊本市北区龍田陳内2-8-12

LuLuflowers
熊本市北区麻生田4-6-1

渡　邉　良　弘
     

大　鶴　滋　紀     
     

家　入　弘　法
     

後　藤　美智子
     

穴　井　佑　一
     

財　部　千佳子

● 熊本市南倫理法人会 ●
サイバーストレート㈱
熊本市南区江越2丁目15-30 ２F

㈱野瀬建築設計事務所
熊本市西区小島3丁目34-5

下　田　芳　郎
     

野　瀬　幸　泰
     

● 水前寺倫理法人会 ●
㈱ホロスプランニング
熊本市東区東町3-2-33
　　　　サンロードシティ内

㈱ミズモト
宇土市新松原町182-4

ミュージックサロン f
熊本市中央区帯山1丁目29-41

木下兄弟㈱
合志市須屋706
ラポール柴田工  システムサポート

飛　鷹　俊　彦
     

水　本　圭　介
     

古　澤　嗣佳子
     

木　下　祐　二● 菊池合志倫理法人会 ●
環境技研㈱
菊池市森北1083-3

河　上　和　正

● 阿蘇倫理法人会 ●
ＭＵＧＥＮ
熊本市東区上南部
　　　　2丁目22-35　611

久保田式自然治癒整体術
阿蘇市波野中江2260

㈱江上建設
菊池市旭志伊萩423-3

㈱丹建設
阿蘇市一の宮町中通1636

㈱山内板金工業
阿蘇市一の宮町宮地4454-4

㈲栄産業
阿蘇市竹原390

㈱古木常七商店
阿蘇市一の宮町宮地2313

阿蘇レミコン㈱
阿蘇市赤水905

千晃クリエーション合
阿蘇郡南小国町赤馬場1656-1

㈱鳳翔
鹿児島県薩摩川内市
　　樋脇町市比野7709-18

㈱YARIKEN
阿蘇郡南小国町満願寺701

㈱西南レンタル
　　　　　竹田支店
大分県竹田市玉来672番地

猪　村　康　子

     

久保田　英　男
     

江　上　新　介
     

丹　　　恵　輔
     

山　内　裕　樹
     

竹　原　栄　二
     

古　木　善　三
     

古　木　善　三
     

佐　藤　あさみ
     

野　川　義　也
     

槍　水　　　幸
     

大　坪　繁　勝

     
 
     

● 熊本市中央倫理法人会 ●
Coatolie
熊本市中央区新大江1丁目
　　　17-10　Ｋ2ビル205

㈱Mー Cass
熊本市北区龍田3-32-18
　　　　近経ファーム１階

MYー GYM
熊本市中央区新町3丁目3-5
　　　　　　　　　　 908

大　山　愛　美

     

平　井　孝　道

     

百合本　啓　太
     

 
     

● 天草倫理法人会 ●
にっこり
天草郡苓北町志岐447

合笑美の輪
天草市志柿町5185-2

沿岸魚類開発㈱
天草市五和町御領12221-2

冨　永　和　樹
     

水　上　めぐみ
     

森　田　泰　生

 
     ● 八代市倫理法人会 ●

生コン圧送 いとう
八代市塩屋町12番22号
　　　アルバ松江城1003

Lepus
八代市田中町400

伊　藤　秀　伸

     

松　田　乃　子

 
     

● 宇土市準倫理法人会 ●
元気印刷㈱
熊本市南区城南町赤見1349-3

土　肥　康　信

● 人吉市倫理法人会 ●
犬童総合企画㈱
人吉市中林町2047-1

㈲ケー・エム
　メディカルサービス
福岡県みやま市瀬高町文廣1485

犬　童　重　幸
     

片　山　久美子
     

● 水俣芦北倫理法人会 ●
中央微検
水俣市月浦128

平松司法書士事務所
水俣市大黒町2丁目1-17

㈲綱田牧場
葦北郡芦北町高岡656-10

前　島　理恵子
     

平　松　大　輔
     

綱　田　圭　吾

● 八代中央倫理法人会 ●
㈱トップコンサルツ
八代市麦島西町11-1

丸　塚　道　弘
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参加者の所属単会 MS を全て回らせていただき、
富士研レクレーションを Zoomで開催しました。 
結果、今回の富士研は個人的にも、また参加メ
ンバーにとっても特別な体験になった事を、帰
りのバスで感じることができ、興奮と感激で胸
が熱くなりました。 
　是非、参加者全員に講話の機会をご検討くだ
さい!メンバーの話を聞けば、きっとあなたも
富士研に行きたくなることを保証します。

　熊本市南倫理法人会　専任幹事　北里  隆明

　令和３年１月度、富士高原経営者セミナー、
通称『富士研』にて団長を拝命し参加してまい
りました。 今年度はコロナ禍中ということで、
熊本県から６名、他県の参加者と併せて 40 名と
少数での開催でした。 
　私は今年で４回目の参加でしたが、人生の諸
先輩がいらっしゃる中で、団長のご指名を頂き
ました。 「倫理のお役は試され事」きっと何か新
しい気づきがあるのでは？と、富士研へ参加す
る前から活動を行いました。 「参加者全員で最高
の富士研体験を!」を目標に、SNS で繋がり、

　令和３年２月８日㈪にくまもと県民交流館パレア
で経営者の集いを開催しました。参加者23名、未会
員の方も６名ご参加いただき、江口健治法人レクチ
ャラーより倫理経営の実践報告をいただきました。
　江口氏は製菓会社のご長男として生まれ、一度は
就職で東京へ。やっと仕事に慣れた３年目に家業を
継ぐ為帰福。そこから最中作りに専念され、新しく
カップゼリーを製造。その後、新工場を作るも倒産。
和議申請。その直後にお父様も亡くなられ、35歳で
社長就任。取立ての人とも戦いながら 15 年以上か
けて和議債権完済。再びお菓子作りへ。
　そのような波乱の半生を生きて来られ、たくさん
の出会いの中で倫理法人会へご入会。それから現在
に至るまでの沢山の苦労話を伺いました。現在71歳。
たくさんの元気と活力をいただきました!

福
岡
県
南
地
区
　
地
区
長

江
口
製
菓
株
式
会
社
　
取
締
役

江
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レ
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ラ
ー

令和３年度  倫理法人会 富士高原研修所 体験レポート

心身リフレッシュ‼ 最高です。心身リフレッシュ‼ 最高です。心身リフレッシュ‼ 最高です。

“経営者の集い”【すべての出会いに感謝】熊本市南倫理法人会

水前寺共済会館
　　グレーシア
熊本市中央区水前寺1丁目 33-18

阿蘇の司ビラパークホテル
　　　　　＆ スパリゾート
阿蘇市黒川1230

五十嵐  勝昭 氏講師

４月 26日㈪
　18：30～20：30

主催・チケットのお問合せ

熊本市倫理法人会
TEL 096－379－1655

日時

場所

４月 28日㈬
　18：30～20：30

伊 藤　俊 郎 氏

主催・チケットのお問合せ

阿蘇倫理法人会
TEL 0967－23－6667

日時

場所

講師

一般社団法人
倫理研究所

法人アドバイザー

大分県杵築市倫理法人会

一 丸　敏 雄 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人アドバイザー

大分県中津市倫理法人会

瀬口  詠一郎 氏
事業体験
報 告 者

３

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

４月 19日㈪
　18：30～20：10

くまもと県民交流館パレア
熊本市中央区手取本町8-9

ホワイトパレス
八代市松江290-1

主催・チケットのお問合せ

荒尾市倫理法人会
TEL 0968－68－7557

日時

場所

４月 20日㈫
　18：30～20：30

ザ・ニューホテル熊本
熊本市西区春日1-13-1

ホテル華の荘
人吉市東間下町字米山3316

中 崎　行 雄 氏

主催・チケットのお問合せ

人吉市倫理法人会
TEL 0966－24－3567

日時

場所

講師

４月 20日㈫
　18：30～20：30

ホテルヴェルデ
荒尾市本井手1584-24

くまもと県民交流館パレア
熊本市中央区手取本町8-9

梶 谷　晋 弘 氏

主催・チケットのお問合せ

熊本市西倫理法人会
TEL 096－288－9398

日時

場所

講師講師

佐 藤　光 央 氏講師

４月 21日㈬
　18：30～20：30

主催・チケットのお問合せ

水前寺倫理法人会
TEL 096－379－1655

日時

場所

４月 22日㈭
　18：30～20：30

最 上　勝 弘 氏

主催・チケットのお問合せ

熊本市中央倫理法人会
TEL 096－288－9398

日時

場所

講師

４月 22日㈭
　18：30～20：30

田  畑　　章 氏

主催・チケットのお問合せ

八代中央倫理法人会
TEL 0965－33－3426

日時

場所

講師

中 西　通 夫 氏

沖縄県宜野湾市倫理法人会

小  渡　　玠 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人アドバイザー

大分県別府市倫理法人会

渡 邊　紀 弘 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人アドバイザー

一般社団法人
倫理研究所

法人スーパーバイザー

宮崎県高鍋倫理法人会

長 友　尚 志 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人スーパーバイザー

鹿児島県鹿児島市倫理法人会

池 畠　泰 光 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人局顧問

沖縄県南部倫理法人会

仲  村　　靖 氏
事業体験
報 告 者

一般社団法人
倫理研究所

法人スーパーバイザー

天草倫理法人会
天草市複合施設

5月17日㈪
18：30～20：30

八代北倫理法人会
八代鏡文化センター

5月18日㈫
18：30～20：30

熊本市南倫理法人会
パレアホール

5月24日㈪
18：30～20：30

水俣芦北倫理法人会
あらせ

5月25日㈫
18：30～20：30

八代市倫理法人会
桜十字ホールやつしろ

5月26日㈬
18：30～20：30

熊本市託麻倫理法人会
神園山荘

5月27日㈭
18：30～20：30

球磨倫理法人会
パルティール福寿庵

5月27日㈭
18：30～20：30
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コロナに負けんばい !! 笑顔でがまだす企業を紹介。コロナに負けんばい !!  笑顔でがまだす企業を紹介。コロナに負けんばい !!  笑顔でがまだす企業を紹介。

　生命保険、損害保険の代理店を営んでいます。取
扱い保険会社は、東京海上日動火災保険、東京海上
日動あんしん生命、オリックス、日本生命です。役員・
従業員 11 名、提携代理店２店で県南地区を中心に営
業活動を行っています。
　初代現会長が日動火災保険を退職後に個人損保代
理店を開業（平成８年３月）。平成 10 年４月に入社。
平成 18年５月、二代目代表取締役に就任しました。
　二代目社長になったものの、会社の運営や家庭問題、
社員間の信頼関係などで悩んでいる時に、倫理法人
会に誘われ、平成 27（2015）年 10 月、入会しました。
その後、モーニングセミナーや富士研に参加して、「素
直な心を持つこと」の大切さや「全てのことが、自分
から発信されていること」を学びました。また自分が
どれだけわがままであったかを知りました。そして、
明朗な自分になりたいという目標ができました。
　後継者及び一般従業員にも倫理を学ぶ機会を増や
して、会社全体として成長していきたい。

株式会社 安心ほけん L.S.
　代表取締役　谷  口　  充

株式会社 石結
　代表取締役　原　  明  宏

● 水俣芦北倫理法人会 ●

● 玉名南倫理法人会 ●

犬童総合企画株式会社
　代表取締役社長　犬童　重幸

● 人吉市倫理法人会 ●

株式会社 キララ
　代表取締役　西田　秀代

● 荒尾市倫理法人会 ●

　株式会社キララは平成 22 年６月
に訪問介護事業で創業し、今年の６
月で 12 年目を迎えます。戦後日本

を支えてこられた人生の先輩方に、同じ１日を過ご
すなら笑って過ごしてほしいと言う願いもあり「和
顔愛護」を理念としています。現在は居宅介護支援（ケ
アマネ事業）、デイサービス事業、有料老人ホーム
（10床）の三本柱で経営を支えております。
　「和顔愛語」とは、なごやかな顔で愛のある言葉を
話しましょう。と言う意味があります。ですが、す
ぐに笑顔や優しい言葉がけが、身に付くと言うもの
では無いかもしれません。でも、努力するところに
大きな意味があると考えています。今、コロナ禍で
置かれている現状はどこも厳しいものがありますが、
いろいろな経営者の方々のお力をお借りし、これか
らも家族、スタッフ、利用者さんを大切にし、共に
成長し続けられるよう精進して参ります。

　お墓、記念碑の設計・施
工はもちろん、お墓の管理、
海洋散骨など「ご供養」に
関することは何でもご相談
ください。20 年にわたり葬
儀社に勤務し、ご供養に関
する経験を積んでまいりま
した。
　以前は、葬儀といえばご
近所の方が手伝いに来て、
家か寺で営んだものですが、
今は会館ですることがあた
り前になり、家族葬という
造語まで出来、葬儀のスタ
イルも大きく変化いたしま
した。その中で、ご供養に
大切なことが忘れられ、分
からない・知らないものに
なってしまっているのが現
状です。お葬儀やご供養を
具体的にどのように進めた
ら良いか、なかなか分からないものですが、㈱石結が
しっかりお手伝いさせていただきます。

　以前、犬童電気㈱を大阪（本社）と東京（支社）で経
営しており、息子に事業承継したのち帰郷し、平成
31 年に犬童総合企画株式会社を設立しました。電気
工事、解体工事他、多種の建設工事を手掛けており
ます。現在は、熊本豪雨の被災した家屋の解体を多
く承っております。
　今後も、地域の皆様と共に早期復興を願い、尚一
層の努力をし貢献してまいります。どうぞ、よろし
くお願い致します。

洗浄まえ

洗浄後

　平成 11 年 7 月に設立、事業
内容は、施設・病院等へのリハ
ビリ機器・医療機器・福祉用具の販売レンタル・住
宅改修を主に行っています。営業エリアは、本社を
八代に置き県内 12拠点で事業を行っております。
　入会のきっかけは弊社会計税理士、宍倉渉先生の
推進にて入会しました。当初週 1 回のモーニングセ
ミナー参加で朝５時に起きる様になり、会社への出
社が８年前より毎日朝６時前に出社する様になりま
した。入会してよかった事は、モーニングセミナー
にて経営者の講話や体験談や苦労話を聞いて、パワ
ーを頂き会社経営に活かされました。倫理を学んで
１番良かったことは、先祖を大切にするようになっ
て、毎月１回墓参りする様になり、身体も良くなり、

会社の売上・利益も
良くなり、感謝の気
持ちと「ありがとう」
と言う言葉の意味が
分かる様になった事
です。

　今後のビジョンは、会社と社員が、共に成長する
喜び、幸せに繋がる事を実証したい。

Ｎ・Ｉ建装
　　　代  表　野添　勇太

● 熊本市南倫理法人会 ●

ケアパーク株式会社
　代表取締役　森﨑　浩満

● 八代市倫理法人会 ●

株式会社 創電舎
　代表取締役　寺田　慎一

● 熊本東倫理法人会 ●

有限会社 天草産業
　代表取締役　江崎　貞利

● 天草倫理法人会 ●

　令和３年、当社倫理経営３年を迎えます。
　「人が育つ」社風づくりに舵を切りました。企業が
より良いサービスを提供できるのも、成長できるの
も、社会的な責任を果たせるのも全て人の努力の結
果です。
　何のために働くのか、どう働くのか。大切なものを、
大切にする生き方を貫いて。自由と感謝の世界を実
現します。

　2016 年１月に開業。個人のお
客様の住宅を中心にアパートや店
舗の塗装工事を行ってます。
特殊塗装：GAINA取扱店　WB多彩仕上げ工法施工認定店
　熊本で事業をされてる経営者の方々と一緒に学んで
自分も成長していきたいと思って入会しました。ご縁
を大切に長く付き合い、住宅の事に限らずお客様のお
困り事を解決する頼られる会社作りを目標にしており
ます。
　一人ひとりのお客様、一つひとつの仕事を大切に。
N・I 建装は人と人のかかわりを大切にしていきます。

N・I 建装では、お問合せ
から施工そしてアフター
フォローまで、すべて一
貫して対応します。安心
と納得のうえご要望に対
応していくことが私たち
の強みです。

　平成 23 年 10 月に菊陽町にて会社を設立しました。
官公庁をはじめ店舗、アパート、住宅等の電気工事、
空調工事を幅広く行っています。会社も 10 期目を迎
え会社としても個人としても何となく停滞感を感じ
ている時、熊本東の中鶴会長からお誘いを頂きステ
ップアップするきっかけになればと思い入会させて
頂きました。
　あるモーニングセミナーで聞いた、「玄関の靴を並
べる大切さ」の中で、当たり前のことが出来ていな
かった自分に気づき、社員へ後姿を見せるべく現在
実践しています。倫理経営の学びを通し、よりお客
様のご要望に応えられる提案力、技術力を身につけ
ていきたと思います。

経営幹部の皆さんと


