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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 

   

   

岐路に立った時、自ら判断し行動できる羅針盤を心に据える!岐路に立った時、自ら判断し行動できる羅針盤を心に据える!

スタートに向け、二会場で説明会開催。スタートに向け、二会場で説明会開催。
第二期 後継者倫理塾 10月スタート!第二期 後継者倫理塾 10月スタート!

  

県西・県南会場：宇城市松橋総合体育文化センター
　　　　　　　　「ウイングまつばせ」
　　　開催日時：５月14日（金）18：30～
県央・北東会場：くまもと県民交流館パレア9F 会議場
　　　開催日時：６月16日（水）18：30～

県西・県南会場：宇城市松橋総合体育文化センター
　　　　　　　　「ウイングまつばせ」
　　　開催日時：５月14日（金）18：30～
県央・北東会場：くまもと県民交流館パレア9F 会議場
　　　開催日時：６月16日（水）18：30～

《 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。

後継者倫理塾とは後継者倫理塾とは
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。

去る３月開催された、第一回説明会。第１期卒塾生代表として、 
西田大樹さん（熊本市西/西田硝子㈱）が発表。「純粋な気持ちで
取り組んで欲しい。何か吸収してやろう!という思いに変化して
くる」と、心の変化をスピーチされた。
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　４月11日㈰爽やかな春風の吹く中で、熊本
県倫理法人会の後援を受け、青年委員会が中
心となり、本年度２回目の県南地区ボランテ
ィア清掃が八代市で開催されました。
　県南地区より40名近くの会員の皆様にご参
加いただきまして、八代宮や周辺の清掃作業
をいたしました。
　景観の素晴らしい場所がより一層きれいに
なり、素敵な活動となりました。ご参加くだ
さいました皆様、ありがとうございました。

県南地区ボランティア清掃活動県南地区ボランティア清掃活動青年委員
会

●設立40周年記念式典　●令和３年度 倫理経営講演会ご案内２
●頑張る企業紹介　●第二期後継者倫理塾 説明会ご案内
●2021 年５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.351
倫理 くまもと

40年の長きに亘り、当会の継承、発展にご尽力いた
だいた先人の方々に感謝を込めて、経過報告がなさ
れました。続いて一般社団法人倫理研究所丸山敏秋
理事長から式辞を賜り、その中で、コロナ禍の中で
倫理の学びをいかに活かしていくか、普及の取り組
みをどう進めていくか、大変有意義なお話がありま
した。続いて村上会長から謝辞と、「地球倫理の推進」
を旗印に、次なる50周年に向けて、素晴らしい倫理
運動を更に展開し、共尊共生の精神に則り共に力強
く歩んでいこうと力強い決意表明がありました。
　第二部はこれまでの熊本県倫理法人会歴代会長の
労をねぎらい、功績を称え、感謝状と花束が贈られ
ました。厳かな中にも和やかなうちに閉式しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（６頁に続く）

　熊本県倫理法人会は令和３年２月16日（火曜日）
15時より、熊本市のホテル日航熊本において、「普
及中間目標報告会」並びに「設立40周年記念式典」
を開催しました。コロナ禍の中、県役員と各単会よ
り会長１名のみで、参加者を限定して行われました。
「普及中間目標報告会」では、村上尊宣会長の挨拶の
後、大橋武司普及拡大委員長より経過報告が行われ、
続いて中間目標を達成した単会の発表と、表彰が行
われました。
　続く「設立40周年記念式典」第一部では、国歌斉
唱の後、藤永幹事長から、設立当時から今日に至る
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新入会員のご紹介（敬称略） 令和３年３月31日現在

● 山鹿市倫理法人会 ●
㈲原生花
山鹿市山鹿796-5

原　　　克　徳
     

     
 
     ● 荒尾市倫理法人会 ●

㈱キララ
荒尾市本井手18番地

宮崎 司 行政書士事務所
荒尾市大平町２丁目51-3
　　　　サクセス21　103

㈲明光電設
荒尾市宮内494番地9

㈱サンテックコーポレーション
荒尾市荒尾823-1

ＵＳＶＪ会社
福岡市博多区諸岡3丁目6-15
                                 303

三協林業㈱
阿蘇郡高森町高森727-1

西　田　秀　代
     

宮　崎　　　司

     

西　川　繁　二
     

米　原　吉　起
     

島　添　敏　生

     

重　野　将　史
     
 
     

● 熊本市南倫理法人会 ●
メディアフューチャー㈱
熊本市東区石原1-11-11 ３F

Doble K
熊本市中央区黒髪4-4-17

佐藤のりこ心理カウンセラー
　　　　　　　　　・セラピスト
熊本市西区中島町1760

（同）カタラボ
菊池郡菊陽町津久礼2801-4

㈱美ー１さとう総合管理
熊本市中央区本荘3丁目6-26  804

㈱すがコーポレーション
熊本市中央区帯山4丁目52番31号

㈱エバーフィールド
熊本市南区城南町舞原195番地22

㈱肥後すま
熊本市北区八景水谷2丁目10-1

SMBC日興証券㈱
熊本市中央区新市街1-1

おそうじやさん
合志市豊岡2054-25

ジープラスプロモーション㈱
熊本市東区下江津2丁目13-9 B

リンクガレージ
熊本市南区南高江5丁目7-80

岩　﨑　久寿弥
     

馬　場　加奈子
     

佐　藤　のりこ

     

水　口　翔　平
     

佐　藤　準　一     
     

管　　　　　聖
     

久　原　英　司
     

吉　田　健　一     
     

甲　斐　和　彦
     

石　井　　　大
     

松　尾　佳　世
     

池　田　翔　太
　　　

● 熊本市西倫理法人会 ●
㈱キズテック
熊本市東区尾ノ上3-15-48

㈱アクセント
熊本市中央区平成3丁目15番5号

小野　久美子
熊本市中央区萩原町8-8-601

㈲優明
熊本市南区平田1丁目6-15

甲　斐　惠　治
     

井　上　　　保     
     

小　野　久美子
     

後　藤　　　正

● 宇城倫理法人会 ●
㈱トラスト
宇城市不知火町高良2607-1

小篠内科医院
宇城市不知火町高良414-8

山　本　倫　朗
     

小　篠　武　明     
     

● 宇土市準倫理法人会 ●
㈲ビーエス広告社
宇城市不知火町御領391

白井工業㈱
宇土市笹原町1602-1

網　川　　　久
     

大久保　太　郎
     

● 水前寺倫理法人会 ●
㈱アジュール
熊本市中央区菅原町7-5

㈱友和会
熊本市中央区水前寺
　　4丁目52-48　１F

黒　木　俊　吉
     

中　島　伸　博
     

● 熊本市倫理法人会 ●
堀　晋一郎
熊本市南区城南町千町2133-2

堀　　　晋一郎
     

     

● 阿蘇倫理法人会 ●
㈱クマケン
阿蘇市黒川62-1

三和コンクリート工業㈱
天草市港町16番13号

井　　　良　博
     

錦　戸　保　介
     

● 菊池合志倫理法人会 ●
㈲トータルサポート
菊池郡菊陽町光の森6丁目6-3

東　　　英　一

● 玉名南倫理法人会 ●
オフィス立川
玉名市天水町小天7675-1
　　ホワイトハウス103号

㈱オーシャン
玉名市高瀬551-4　１Ｆ

桐野歯科医院
玉名市伊倉南方1003-1

立　川　信　之

     

城　戸　敏　任
     

桐　野　美恵子

     

     
 
     

● 熊本東倫理法人会 ●
金田事務所
菊池郡大津町大津2106-1
　　　アザレアヒルズ401

坂崎保険事務所㈱
熊本市北区室園町9-15

ハピネスライフ熊本
熊本市南区城南町下宮地430-1

金　田　英　樹

     

坂　崎　元　則
     

渡　邉　慎　二

     

     
 
     

● 熊本市託麻倫理法人会 ●
㈱火の国〝割烹火の国”
熊本市中央区下通1丁目4-26
　　 リンクプレイスビル５Ｆ

萩尾塗装
合志市野々島5081-7

くまもと免疫統合医療クリニック
合志市竹迫2249-2

㈾石井瓦工業
熊本市南区城南町宮地578-3

クリーンライフ　松浦
玉名郡和水町内田615-2

㈱アップヴィレッジ
菊池郡菊陽町光の森5-10-1

ソニー生命保険㈱
熊本市中央区辛島町3-20
　　　ＮＢＦ熊本ビル４Ｆ

Shinto Design ㈱
菊池市泗水町永3140-5

㈱ウィズ
熊本市東区御領3丁目3-19

㈲小澤メンテナンス
愛知県東海市富木島町伏見1-6-5

イーストハウス（同）
福岡市博多区東公園1-18
　　　さくら紙工ビル301

平　山　いづみ

     

萩　尾　悦　夫     
     

赤　木　純　児
     

石　井　太　樹
     

松　浦　正　則
     

下　吉　康　隆
     

堤　　　建　太

     

田　代　敏　裕
     

中　川　　　力
     

小　澤　隆　博
     

平　川　惇　司

 
     

● 人吉市倫理法人会 ●
大土手 豊税理士事務所
人吉市願成寺町1305-1

Mimieden
人吉市下原田町瓜生田508-1

村並造園
人吉市上永野町1036

㈲寿電業
球磨郡相良村柳瀬985-157

大土手　　　豊
     

窪　田　千代美
     

村　並　　　誠
     

小　川　　　壽
　　　

● 水俣芦北倫理法人会 ●
日本生命  水俣営業部
水俣市昭和町2-4-1

ジモトサポート㈱
水俣市陣内1丁目13番1号

荒　木　ひとみ
     

永　田　　　渉
     

● 八代北倫理法人会 ●
（同）元田商会
八代郡氷川町大野1111

福　岡　恵　美
     

● 八代中央倫理法人会 ●
平総
八代市松江町307番地　102

山　本　克　徳
     ● 熊本北倫理法人会 ●

コア・ライフプランニング㈱
熊本市北区飛田1丁目12-6

蔵　田　梨　香
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５月 18日㈫
　18：30～20：30

八代鏡文化センター
八代市鏡町内田468-1

パレアホール
熊本市中央区手取本町８-９

あらせ
水俣市栄町２丁目２-７

福 井　龍 介 氏
一般社団法人
倫理研究所

法人スーパーバイザー

鹿児島県鹿児島北倫理法人会

主催・チケットのお問合せ

八代北倫理法人会
TEL 0965－46－8721

日時

場所

講師

間世田  吉宣 氏

５月 24日㈪
　18：30～20：30

鈴 木　隆 一 氏

主催・チケットのお問合せ

熊本市南倫理法人会
TEL 096－288－9398

日時

場所

講師

５月 25日㈫
　18：30～20：30

主催・チケットのお問合せ

水俣芦北倫理法人会
TEL 0966－86－0285

日時

場所

５月 26日㈬
　18：30～20：30

桜十字ホール やつしろ
八代市新町５-20

木  村　　雅 氏

主催・チケットのお問合せ

八代市倫理法人会
TEL 0965－32－4596

日時

場所

講師

５月 27日㈭
　18：30～20：30

藤 麻　一 三 氏

主催・チケットのお問合せ

熊本市託麻倫理法人会
TEL 096－288－9398

日時

場所

講師

５月 27日㈭
　18：30～20：30

パルティール福寿庵
球磨郡錦町一武1486

神園山荘
熊本市東区神園１-10-41

浅 野　洋 一 氏

主催・チケットのお問合せ

球磨倫理法人会
TEL 0966－24－3567

日時

場所

講師

令和３年度 熊本県内倫理経営講演会（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

監事

福岡県大牟田市倫理法人会

小 川　清 春 氏
事業体験
報 告 者

大阪府堺市倫理法人会

山  本　　一 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

福岡県博多倫理法人会

森 井　満 昌 氏
事業体験
報 告 者

大阪府新大阪倫理法人会

鈴 木　昭 彦 氏
事業体験
報 告 者

福岡県中洲川端倫理法人会

浜 本　昭 義 氏
事業体験
報 告 者

中 西　康 成 氏

一般社団法人
倫理研究所

法人スーパーバイザー

一般社団法人
倫理研究所

研究室室長

講師

　２月より、熊本県内 23 箇所の単位倫理法人会で、令和３年度倫理経
営講演会が開催されています。テーマは、「経営力を磨く」です。
 　企業は「人なり」と言われます。とくに会社・組織のトップである
経営者の人間力が、経営を左右します。コロナ禍のなか、企業を取り巻
く環境も大きな変化に直面しており、経営力を高めていくことが、益々
求められているのではないでしょうか。企業を取り巻く様々な課題は経
営者の受け入れ方次第で、実は大きなチャンスであり、その心の持ちよ
うを学び、ピンチをチャンスに変える経営のヒントが!この倫理経営講
演会にあります。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、具体的に提案します。
　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
者にもご参加戴く事で、皆様の未来をよりよく切り開くきっかけになる
ことを願っております。皆様のご来場をお待ち申し上げております。

一般社団法人
倫理研究所

理事

５月 17日㈪
　18：30～20：30

主催・チケットのお問合せ

天草倫理法人会
TEL 0969－22－5071

日時

場所

福岡県福岡市東倫理法人会

松 原　照 明 氏
事業体験
報 告 者

中  西　　浩 氏
一般社団法人
倫理研究所

名誉研究員

講師

ホテルアレグリア
　ガーデンズ天草
天草市本渡町広瀬996
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皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

玉名南倫理法人会 　　　倫理経営講演会 報告

　「経営力を磨く」をテーマに、ホワイトボード
を使ってユーモアを交えながら企業を繁栄に導
く方途について大変わかりやすくご講演いただ
きました。「経営は会社の経営に限らず、家庭の
経営、自分の経営があり、それぞれ自覚するこ
とが大切です」「経営に必要な要素である【人物
金情自】を経営者はフル活用していかなければな
らない」と力強く語っていただいたのがとても印
象的でした。

　今回、玉名南倫理法人会としては初めての倫
理経営講演会でしたが、コロナ禍で不透明な状
況にもかかわらずたくさんの皆さまにご参加い
ただき、心より感謝申し上げます。

　玉名南倫理法人会（城戸雄生会長）は２月24日
（水）、昨年移転オープンしたばかりの玉名新市
民会館大ホールで「令和３年度倫理経営講演会」
を開催。自単会の会員をはじめ、県内外の会員
の皆さま、一般の経営者や未会員の方々にもご
参加いただき、予想を上回る153名での盛会と
なりました。
　会場入口には最新の検温器、消毒用アルコー
ル、マスクを設置し、換気を十分にしコロナ対
策も万全で行いました。
　定刻通り18時30分にスタート、城戸会長がお
礼の挨拶を述べた後の事業体験報告では、大分
県から後藤哲也法人レクチャラーが「楽しみまし
ょうご一緒に、実践、実践、また実践‼」をテー
マにご講演。33歳で日田市の生協専務理事にな
られ、以前は多忙な日々でお付き合いの飲み会
が多く、年間で250日も “午前様” だったそうで
すが、「なんか間違っているな？生活を変えてみ
よう」と39歳のときに倫理法人会に入会。その
10年後には大分県倫理法人会会長に就かれ、当
時から現在に至るまでの実践や体験報告を熱く
語っていただきました。
　その後の講演者は、茨城県からお招きした佐
藤英夫法人スーパーバイザー。

２月24日
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迎えることが出来た。今日コロナ禍の時代、全
世界にパンデミックが広がり、インフォデミッ
クにより情報が拡散し必要以上に人々が恐れる
ようになった。もう後戻りはできない時、今ま
での問題を明確にし改善することで、以前より
良くなる事は出来る。今こそ純粋倫理が求めら
れる。大きく変わる為にも「純粋倫理を常識にし
ていく事」が大事であると説かれました。
　最後に熊本県倫理法人会村上尊宣会長が40年
目を迎えるにあたり、最初に「原点回帰を!」の
挨拶で始まり、創立時の藤井計吾氏の熱き純粋
倫理の意思を再度思い起こし、「地球倫理の推進」
の理念を活動の中心に置きコロナ禍の中に倫友
が共に手を携え、更なる50周年に向けて活動し
てまいりますと謝辞を述べられ閉会となりまし
た。
　引き続き、第２部の感謝状贈呈式が村上尊宣
会長から歴代の会長（現在、相談役）へ感謝の心
を込め花束と共に感謝状が贈呈されました。村
上会長が感謝状を読み上げる際に、時折言葉を
詰まらせ感謝の念を表される様に、歴代会長の
功績を感じる素晴らしい式典でした。
　　　　　　　　　　　　　　　（広報　髙田）

　寒さの中にも春の訪れを知らせる紅白の梅の
花がほころび始めた、令和３年２月16日（火）熊本
県倫理法人会が設立40周年の節目を迎えコロナ
禍の中、少人数に限定し役職者53名が参加し熊
本市内の「ホテル日航熊本」で記念式典が挙行さ
れました。
　式典に先駆け、今年度普及中間目標報告会が
行われました。昨年の熊本県南部豪雨災害で被
災した単会が多い中、現在前年度より40社減に
とどまっています。そのような状況の中、人吉、
水俣芦北地区を含む７単会が中間目標を達成さ
れたことは、倫友による絆 “力強い人間関係” が
築かれていたからと確信しました。

　第１部として行われた
創立40周年記念式典では
国歌斉唱の後、藤永和弘
幹事長により設立から40
年間の歴代の会長名が読
み上げられ、その節目ご
とのエピソ
ードを 1 0

分間に渡り時代の絵巻物が目の前
に展開されるがごとく感謝を込め
て報告されました。
　その後、一般社団法人倫理研究
所理事長の丸山敏秋様より式辞を
いただきました。熊本県倫理法人
会の設立時、藤井計吾氏が熱く倫
理活動を行い今日までその遺志を
受け継ぐ倫友によって40周年を

熊本県倫理法人会  設立４０周年記念式典 
並びに 普及中間目標報告会

中間目標達成単会

村上会長

花束贈呈

藤永幹事長

丸山理事長
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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。

　熊本で活躍する経営者の方々と一緒に学ば
せて頂き、成長したいと思って倫理法人会に
入会して勉強をさせていただいておりますが、
お客様への感謝の気持ちをより一層強く感じ
るようになりました。
　我が家の保険の担当は坂本‼と言われるよ
う、倫理を学び続け成長します。
　みなさんと共に学び、共に成長し、共に豊
かに、共に美しい人生を歩みたいと思います。

　弊社は2007年東京海上日
動㈱の個人代理店の集合体
として、生命保険・損害保
険両面からお客様をサポー
トしたいとの熱い思いで誕
生しました。

　この会社で私は営業マンとして日々お客様
に寄り添い、保険を通して共に幸せになりた
い!という思いで業務にあたっております。

熊本市南倫理法人会 株式会社 ドゥ・アシスト
　取締役 営業部長　坂本　隆生

ました。栞の全ページが学びの宝庫であり、
毎日の暮らしの力になっています。
　倫理の学びは心の錆落としであり、心に蔓
延した雑草を刈り取って明朗な気持ちで「人」
「もの」「自然」に接していくうえで、大変有意
義です。まずは週に一度の朝起きから実践し
ましょう‼そしてより多くの人に伝えていき
ましょう‼

　先代の父が終戦直
後、精米業を始め、
昭和52年、帰省した
私が承継しました。
平成５年、有限会社
すぎさこ米店、17年、
有限会社サンライフ
に社名変更し、現在
に至っています。
　19年11月、立尾電
設㈱の現会長永田光

男様の勧めでモーニングセミナーに参加、す
ぐに退会するつもりで入会しましたが、栞第
２条「苦難福門」がきっかけで退会を留まり、
今年で16年目を迎えました。
　入会したのが55歳で何でもわきまえている
つもりでしたが、栞を学び、講話を聴くことで
それが思い違いをしていることに気づかされ

水俣芦北倫理法人会

♫ がまだす会員紹介ページ公開しました ♫

有限会社 サンライフ
　代表取締役　杉迫　達也

会社が大きくなろうとする過渡期において、
「会社は社長の器以上には大きくならない」と
いうことを実感し、自身の成長と学びを実践
し続ける環境として、熊本東倫理法人会を活
用させて頂いています。「人は人で磨かれる」
という言葉を一番大切にしています。倫理法
人会は、人として素晴らしい方が沢山所属し
ておられます。倫理法人会での出会い、ご縁
に感謝して、これからも倫理経営を極めて参
ります。

　平成27年８月創業。熊本
県内で大型 LEDビジョンの
開発・製作から運用までを
トータルプロデュースする
事業を展開しています。
　熊本の街を、映像を使っ

て明るく照らすという使命のもと、県内に10
か所の大型 LEDビジョンを運用しています。
県外の会社から、新規事業として弊社の事業
を行いたいというご要望も多く、現在は全国
の街を明るくするべく全国展開に向けて着々
と準備を進めています。
　起業前は学習塾の塾長を10年程勤め、未来
ある子供たちの学習指導及び人物教育を行っ
ていました。子供たちの輝きを引き出すのが
一番のお仕事でした。今は大人たちの輝きを
引き出すステージで、映像を使って人と企業
の輝きを演出するお手伝いを行っています。

熊本東倫理法人会 株式会社 デザイングロウ
　代表取締役　松田　純也

と心の底から実感しています。看板メニュー
のチキン南蛮弁当は、味を探求するため宮崎
県の名物チキン南蛮、さらには高知県や全国
各地を食べ歩き研究を重ね、満を持して商品
化致しました。
　まだ駆け出しではありますが、倫理経営を
根本にたくさんの人を喜ばせて笑顔にできる
よう精進していきたいと思います。

　昨年11月に昔か
らの夢だった飲食
店を、コロナ禍で
はありましたけれ
どもオープン致し
ました。いつかは

飲食店をやってみたいと思っていた時に食べ
たチキン南蛮の味に感動し、それを調理した
師匠との奇跡の出会いが出店するきっかけと
なりました。その師匠とは、八代北倫理法人
会の先輩でもある有限会社コダナス企画の斉
藤良二社長です。洋食亭宇土店と洋食屋小川
店を経営されていて、出店に際して大変お世
話になりました。倫理法人会に入会していな
ければ、この出会いがなければ未だに夢は夢
のままで終わっていたかもしれません。
　夢を実現した今、毎日働くことが嬉しくて
楽しくてたまりません。これが「喜働」なのだ

八代北倫理法人会
ガッツリ弁当 なんばん亭
　店長　森下　芳伸

八代市海士江町 2720-2
TEL 0965-31-7722

県内各方面で活躍しておられる がまだす（熊本弁で「頑張っている」）会員をご紹介するページ “倫友” を
作成しました。入会間もない方から、学び続けられている先輩倫友まで、4月 9日時点で 38名、７月までに
100 社掲載を目指しています。今後のビジョンや、転機となる学びや感想などをお聞きしました。ほっこり
するエピソードや力強いメッセージもあります、ぜひ、ご覧ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員会

スマートフォンは
　　こちらから→


