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悶霊7：の地天和会館を訪ねて
10月3H(B)福岡県豊前市の天和会館研修を企画

しました。

県西地区の活動計画の一環であり、自己革新の重

要な事業の一つでした。

まず、丸山敏雄創始者の生誕の地を訪ねることに

より、倫理の成り立ちを知り、今後の倫理の学びと活

動の基本にするという H的で開催しました。皆さん

からの感想を掲載いたします。

熊本県倫理法人会県西地区長山本孝二

「おかえりなさい」天和会館に到着した我々を、暖

かく迎えてくれた会館のお2人と豊前市倫理法人会

のお2人からかけられた言葉に、何故か心暖まる思い

に包まれ、心の故郷になったような感覚を覚えた今

回の天和会館訪問研修ですが、 8頃より法人会活動

に尽力している県西地区の皆様に、この地を訪れて

もらい、肌で丸山敏雄創始者の息吹を感じてもらえ

た事が何よりも餓しく思います。

天が和むと書いて天和と読むこの豊前市天和にあ

る、広大な田園や山並、澄んだ空気に心地よい風が吹

き抜けるこの地は、倫理法人会で言われる「ふんわり

とやわらかで、何のこだわりも不足もなく、澄みきっ

た張り切った心」を肌で感じられる地だと強く感じる

と共に、日々様々な悩みや葛藤、苦難で疲れ切った倫

友の皆様にも是非訪れていただきたいと思います。

「いってらっしゃい」見送りの際にかけられた最後

の一言に、安堵感とまた明日から苦難を受け入れ乗

り越えていく活力をいただきました。

熊本県倫理法人会県西副地区長大橋武司

向かう風 ＜ぽての山の いただきヘ

光る水面に さざなみつなぐ

天草倫理法人会会長江崎貞利

丸山敏雄先生の生誕の地を訪ねて、何かすっと心

に溶けこむ日本の田園風景が印象的でした。この大

自然に学び、すべての体験を受け入れ育たれた、その

人生観が多くの方への教えに繋がっていったのだと

改めて感じることが出来ました。

ありのままに感謝する。そういった心を磨く実践

を幾千と繰り返し、その集大成が万人幸福の栞に

なったのではないかと感じた1日でした。

宇土市倫理法人会会長河副日出海
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3,000社のH標を達成しよう！！
| 【村上会長藤永幹事長令和4年度任期最後の一年にかける思い】 I 

9月15日年度はじめ式開始前の会場にてお二人にそれぞれインタピューさせていただきました。

①昨年来のコロナウイルス感染症、ご自身の ⑥反対にうれしかったり感動したことを教え
事業への影響はいかがでしたか？ てください

質
問
内
容

②コロナ禍、ご家庭での過ごし方は？

③コロナが落ち着いたらご家族で是非やりた
いことを教えて下さい

④倫理活動において、どのようなことが大変
だったでしょうか？

⑥どのように解決されましたか？

熊本県倫理法人会

会長

村上尊宣

①当初不安を感じていた中で家庭倫理の会に参加し

た際、ご婦人の「コロナウイルスさん」という明る

い視点を聴いて心が明るくなりました。明るい心

持になると泉のように気づきが溢れました。コロ

ナウイルスは地球生命体の代表として人類に問い

かけてきたんです。国際会議でも進展がなかった

環境問題がコロナによる経済活動ストップで温暖

化にブレーキがかかりましたね。事業では、当初代

理店さんの営業がストップしました。打つ手は無

限の心持ちでコロナ禍に当社に何が出来るか？と

原点回帰し、即行当社技術にコロナ感染症防止対

策を付加した三種類の新製品を開発実用化し代理

店さんを通じて全国に事業展開しました。

②弊社は創業25周年。長男が今年8月8Bに事業継承

してくれました。その長男が結婚して私にとって

の初孫が生まれます。東京で働いていた娘も帰熊

し弊社に入社しました。家族で仲良く事業に取り

組んでおります。

⑦任期最後になる今年度、ぜひともやり遂げ
たいことは？

⑧特に重点を置いているポイントを教えてく
ださい

⑨新会員や入会して日の浅い会員さんに向け
て倫理を学ぶ際のポイント

③家族みんなを連れて、ゆっくりと温泉旅行に行き

たいですね。

④コロナにより倫理経営講演会中止が相次ぎ活動が

ストップしました。初めての経験でもあり単会毎

に対応も様々でしたが、倫理研究所の方針に従う

ことを心に決めて対処しました。その後に県南豪

雨災害が発生しました。

⑤熊本地震での経験が活きました。災害対策本部長

として県南災害支援活動の指揮をとりながら、研

究所や各所からの支援物資、義援金を供給できた

ことが功を奏したのか退会が少なかったです。そ

して沢山の感謝の言葉をいただきました。

⑥各単会会長が果敢に H標に向かって頑張ってくだ

さいました。県央地区は全単会が目標達成。令和3

年度は約2,500社という大きな成果が得られまし

た。MSに参加してまた頑張ろう！という会員さん

が非常に多かった。まさに苦難福門ですね。

⑦県下全単会の目標達成です。各単会の目標を合計

すると計3,007社になります。目標を3,000社に設定

しました。一つの単会も落とすことなく目標達成

を目指します。

⑧今年度県役員は全員が単会会長経験者です。単会

の更なる発展の為に一丸となり、お世話役に徹し

て参ります。

⑨積極的に単会活動にご参加ください。会友と共に倫

理の学びに触れ、様々な気づきを得て日常生活に実

践し幸福に成る生活法則が体得できます。その感恩

の素晴らしさを是非！味わって頂きたいです。

熊本県倫理法人会

幹事長

藤永和広

①工事現場や職場にも、感染予防対策が求められ、普

段のコミュニケーションが取りづらくなりまし

た。本社での全体朝礼が出来なくなり、部署ごとに

分散した形態で朝礼を行っています。また、お客様

の工事計画が延期、見直しとなり、工事受注にも影

轡がありました。

②コロナ禍で数々の行事が中止されたため、家族で

夕食を過ごす時間が増えました。趣味のコーヒー

焙煎の技術も腕が上がりました。

③来春は長男が、大学進学のため関東へ旅立ちます。

一緒にギター教室に通っていますが、残された家

族の時間を慈しみ、小旅行や食事会など大切な思

い出を積み璽ねたいと思います。

④MSの継続・中止で単会ごとに意見が分かれまし

た。開催について問い合わせや苦情も相次ぎまし

光の森倫理法人会

「ピンチは？」（会長）「チャンス！ ！」（会員）の掛け

声から始まる、会長挨拶。令和3年8月19日、光の森倫

理法人会が産声をあげた。

約10か月という短期間で100社を達成し、見事なま

での普及実践を見せつけた石原政孝新会長の願い

は、全会員企業の繁栄である。そのためには、『①MS

朝礼から参加する幹事を現在の21名から50名まで増

やし、MSを充実発展させる』『②地域に根差したさら

なる戦略的普及活動を展開し、若い経営者、女性経営

者（目標3割）の会員を増やし、 150社の目標を達成す

る』。「想いがないと達成はない。思うことからすべて

は始まる」と語る。

若さとパワーあふれる光の森倫理法人会MSにぜ

ひ足をお運びいただきたい。

熊本市託麻倫理法人会専任幹事永田浩美

た。 H的は一つですが対処について意見が分かれ、

普及も伸び悩みましたね。

⑤何のための倫理活動なのか自問自答する毎日でし

た。最終的には会長のひた向きなブレない姿、強い

気持ちに心を合わせました。それからは普及も進

展しました。

⑥再開された時の皆さんの喜びが何よりも嬉しかっ

た。一時ストップしたことで倫理活動の喜びと大

切さを再認識されたと思います。

⑦H標の3,000社達成。会員数50社前後の単会さんを

100社に引き上げます。

⑧単会を活性化するために、新しい役職者を増やす

ことです。そのためには、倫友と普及活動が何より

も大切です。苦難に直面しておられる方、悩んでお

られる方が沢山おられます。勇気をもって、根気強

く普及活動を展開していきます。

⑨素直に受け入れる姿勢が大事ですね。全国各種団

体で倫理法人会だけがコロナ禍にあって右肩上が

り。時代が必要としている団体ということです。週

一回のMSに参加して、心を無にして学ぶ姿勢を継

続する。一回ではなにも分かりません。ゴールのな

い学びなので素晴らしい自己成長の場を与えられ

たことを実感しつつ共に成長していきましょう。

インタピュアー／熊本北倫理法人会広報委員千北千代

文／熊本北倫理法人会広報委員坂川聡

写真／熊本市中央倫理法人会広報委員下城龍夫

“熱い男'’ 石原政孝光の森倫理法人会会長

—’ 殷社団法一人W儒理研究所

熊本県光の森倫理法人会設立式典
t『iマ胃ー 『＿＿｀ ＂^ー

職

設立式典のひとコマ
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令和4年度熊本県倫理法人会

年度はじめ式開催 I 

令和3年9月15日、熊本県倫理法人会令和4年度年度

はじめ式が熊本ホテルキャッスルにて開催されまし

た。一般社団法人倫理研究所、内田文朗地球倫理推進

本部本部長のご出席をいただき、熊本県24単会より

230名の参加で役員の辞令交付等が行われました。今

年度熊本県倫理法人会の村上尊宜会長が挨拶で熊本

県のスローガン「苦難を乗り越え、打つ手は無限！全

倫理研究所内田文朗地球倫理推進本部長による式辞

村上尊宣熊本県倫理法人会会長挨拶

第二部懇親会

単会で成し遂げよう！期末目標3,000社！」を声高ら

かに宣言されました。

第二部の懇親会は津隈亮二九州・沖縄方面長のご

挨拶後、宍倉渉相談役の乾杯、各地区長の決意発表が

あり、盛大に会が行われました。

文／水俣芦北倫理法人会広報委員佐藤圭吾

写真／人吉市倫理法人会会長梅田勇

内田文朗本部長による辞令交付

県下より230余名の参加がありました。

令和3年度普及目標達成単会会長への花束贈呈

新人会員オリエンテーション開催

令和3年9月23日木曜日、阿蘇熊本空港エミナース会場

にて、新入会員オリエンテーションが開催されました。

検温器、消毒、ソーシャルデイスタンスを保った座席配

置等、ガ全なコロナ対策のもと、新入会員5名、会長以下

幹事等10名の総勢15名の参加となりました。

冨岡洋三新会長の挨拶にはじまり、宗雲幹久専任幹事

から倫理法人会の説明、そして新人会員自己紹介とし

て、それぞれの仕事内容及び実践の決意を頂きました。

その後、役員自己紹介、

名刺交換会、最後に小嶋

維男熊本県倫理法人会

県東地区長より締めの

ご挨拶を頂き、20時終了

の時間いっばいまで盛

り上がることができた

オリエンテーションとなりました。今回、新人会員とし

て参加してくれた、渡邊慎二会員、太田晃司会員、阿久津

光弘会員、岡崎竜也会員、吉村晃会員全員が、令和4年度

役員として熊本東倫理法人会を盛り立ててくれます。莉

くフレッシュなメンバーが多く、今年度の熊本東の爆発

力に期待して頂けたらと思います。

名刺交換会を実施しました。
新入会員の皆さんを迎え、総勢15名の参加となりました。

熊本東倫理法人会広報委員松田純也

『役に徹する』単会一丸となってモーニングセミナー開催

9月78、熊本市南倫理法人会の今年度最初の（私に

とっては久しぶりに単会幹事としての）モーニング

セミナーである。4時45分に到着し、他の幹事の到着

を待っ。集合は5時だが、5時前には「おはようござい

ます」の声と共に、ぞくぞくと幹事が会場入り。誰が

何を言わなくても着々と進んでいく設営に頼もしさ

と誇らしさを感じた。

文頭にも書いたように、今年度最初のモーニング

セミナーでもあるが、月に1回のイベンドDAY（誕生

8、創立記念日を皆で祝う）でもある。前月の役貝会

からモーニングセミナー委員の森園春香リーダーを

中心にしっかりと準備し、誰が来るのか、プレゼント

の確認、お祝いの演奏者との打ち合わせなどを綿密

に行い、おもてなしの心が表現できたモーニングセ

ミナーとなった。

県会長講話 会長挨拶高見会長 17箇条斉唱渕田幹事

誕生日会員一言スピーチ

講話者は熊本県倫理法人会会長村上尊宣氏。当

単会の生みの親であり（熊本市中央倫理法人会より

分封）、熊本県のリーダーだ。偶然にも高見睦代会長

の服装は赤、村上会長のネクタイも赤、情熱の色であ

る。会場には2代目会長の堤泰之現県央副地区長もご

出席いただき、3代 H会長の大橋武司氏は、県西副地

区長として同じ曜日開催の宇城で奮闘していらっ

しゃるだろうと想像する。

県役員から単会に戻り、幹事として久しぶりに単

会運営に携わる中で、 4代目の高見会長の明朗•愛和

な単会運営が波及して、幹事が躍動している姿を見

ながら、先代会長たちから脈々と受け継がれてきて

いる血筋を実感することができた。

本を忘れず、先代会長たちに感謝しながら今年度

がスタート。早速お昼は普及会議、目標達成に向けて

単会一丸となって頑張ろう！

熊本市南倫理法人会広報委員宮村陶太
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新入会員のご紹介
（合）環境システムズ 上土井貴俊 （株）共栄総合サーピス 西口奉希 岩野リサイクル場 那 須 一 郎
熊本市中央区薬園町3-14 熊本市北区籠田1丁目20-38 球磨郡水上村岩野2850-2

（敬称略） 令和3年9月30日現在
デザインワークスアクト 田上鉄也 （株）HEP 望月優子 Uthe style 平瀬裕一

設計事務所 下益城郡美里町馬場414-7 人吉市西間上町835-2

熊本市北区龍田5T目11-62F 
（株）ヒマリホーム 堀田紗江 エコグリーン 那須衛

山鹿市倫理法人会 光の森倫理法人会 （有）トータルブレイン 荒木勇二 松原建築 松原慎一郎 熊本市北区弓削5-14-28 人吉市東間下町2926

財務会計 上益城郡益城町安永825-11
（有）PAYFOWARD 平井郁恵

（有）亀寿し 荒木健二 上野久美子 上野久美子
熊本市東区下江津7-7-8

Red Bean 皆本真理 宇城倫理法人会 人吉市下城本町1421-1
山鹿市昭和町313-1 合志市福原2416-6

熊本市西倫理法人会
熊本市南区城南町隈庄895-3

ヘナサロン佳代 瀬口佳代
ワンワン 竹之下美芙子 Cafe&Bar 森川博之

木匠 矢野博志
とみた行政書士事務所 富田真史

球磨郡湯前町2563-1
熊本市中央区下通1丁目2-8第3森山ピル4階 Marutama 宇城市松橋町両仲間751-1

team P-shot 谷脇俊之 熊本市中央区出水8丁目8-20403号
（有）トーヨータイヤ 藤 本 賢 一玉名市中1836-3 西田総合防災 西田和志熊本市北区清水岩倉2丁目6-10 ソニー生命保険（株） 磯田世一 人吉サーピス

玉名倫理法人会 Gracious Style 野村天圭衣 宇城市小川町河江1114

Japan（合）
カリッジュ 寺田員一 熊本市中央区辛島町3-20 人吉市上林町1440-4

（株）ウッドスベース 安原光則 大阪府大阪市中央区道修町2-4-10
熊本市中央区黒髪1-14-24

八代市倫理法人会 J 竹内工務店 竹 内 英 喜
玉名市石貫154-1 熊本エナジー（株） 2 鍋島 征寛 水前寺倫理法人会 人吉市上田代町966

豊田工務店 豊田朝子
由来ハウス 田尻由貴子 菊池郡大津町大林1071-1

熊本市南区田迎5-7-6エルソシオピル2F 公益財団法人 村山忍 ソニ一生命保険（株） 冨田修成
ココロトップ（株） 中 澤 充 秀

熊本市西区横手4丁目19-19
つむぎ屋整体院／整骨院槌山誠

公文式御幸笛田教室 藤岡 久子 菊池郡菊陽町花立3-6-3202 
宮嶋利治学術財団 熊本市中央区辛島町3-20NBF熊本ピル4F

（第2教室） 八代市松江本町5番9号
合志市幾久富1909-750

（有）ユーキ 坂田春輝
荒尾市倫理法人会 熊本市中央区萩原町3-21-602 （有）西村土木工業 西村秀樹 八代北倫理法人会上益城郡益城町寺中560

熊本市倫理法人会 J 明治安田生命保険相互会社 坂本 和枝 八代市沖IIIJ3923-2

コスモ不動産 飯牟祠武 健軍営業所 （株）東亜不動産 岩本丈継
松岡信寛税理士事務所 松岡信寛

（株）クレンズプロジェクト南崎 明美
荒尾市荒尾2320-36 熊本市中央区岡田町1-23 八代郡氷川町鹿島1122-2

（株）豊栄商事 松本守
熊本市東区若葉1-39-11 八代市黄金町9-12

熊本市中央区水前寺3丁目44-9 （株） Brush-up 宅間勝広 井本自動車 井本行寛
安土税理士事務所 安土裕二郎

玉名南倫理法人会 熊本市南区出仲間4丁目2番27102号 合志市福原1457
八代市旭中央通16-4

八代中央倫理法人会

ユナイテッドトヨタ熊本（株）岡野 智也 熊本市中央倫理法人会 （株）七彩 松田純 （株）ニチクマ興業 堤康範
（株）静波 島本和彦 （有）堀川印刷 堀川泰照

カローラ熊本玉名店 熊本市中央区島崎1-3-32601 山鹿市鹿校通2丁目2-12井上テナント5号
八代市川田町東1048-16 八代市中北町3567-1

玉名市築地438-1 （株）HLC 上入佐正幸
荒木桃園 荒木 由美 きものの丸三 有働元巳

合志市豊岡2527-425 （株）春光 本田勝大 （有）児玉板金 児玉憲一
メットライフ生命保険（株）木田 淳 上益城郡益城町馬水636-3 熊本市中央区大江6丁目30-3

八代市上日置町1904-1 八代市古閑中町2391-7

熊本市中央区桜町1-20西嶋三井ピル10F くるみ食堂 藤本彩
JUNCTION Coffee 田崎 慶貴 （合）ブースター 鋤野宏典

熊本市中央区花畑町10-5 （株）高野 高野真哉 （有）橋本畳店 橋 本 貴 喜

酒見石油（株） 坂本孝 Roaster 熊本市東区尾ノ上1丁目34-102F 
八代市田中西町1-3-3 八代市鏡町両出1251

玉名市天水町部田見2305-1 いけしま歯科医院 池嶋由希 上益城郡甲佐町田口1247-1 クリエイティブルーム 高 尾 安 洋
熊本市東区山ノ神2-13-29

タカオ
（株）ホーリーレンタリース堀口 恵美 （有）ケイ・エス・シー 原田一哉

城戸あつし事務所 城戸淳
（株）鶴屋百貨店 久我彰登 熊本市託麻倫理法人会 菊池郡菊陽町花立1-18-10

八代市川田町東1122-11 八代市川田町東60

玉名市中1675-1文仙館ピル1F
熊本市中央区手取本町6-1

（株）Kクリーン総合 小林健太郎
（株）八千代コンサルタント嶋崎 豊 （株）結建設 山内かおり

西野だいすけ事務所 西野太亮
（株）エクセレント・スキル島崎 義博 ママごとスクール 一美美穂子 サーピス

熊本市東区尾ノ上1丁目25番21号 八代市植柳新町1-3-9

熊本市南区近見1-2-12
熊本市東区尾ノ上2丁目14番14号 アカデミア 熊本市東区保田窪本町10-101 グループホーム清花 松永美里

朝日生命保険相互会社 上村ひとみ 熊本市北区植木町滴水2292-4 人吉市倫理法人会 八代市郡築一番町103-9

玉名郡長洲町長洲1458-3 OIKAZE 大村祐貴 ミサワホーム九州（株） 下 村 秀 樹
菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘2-17-13 （株）キンキ 舟越 誠治 熊本支店 平井デイケアセンター 平井奉國

（有）江口設備 江口正
熊本市中央区大江4丁目21-3 熊本市南区馬渡2丁目9-16 八代市植柳上町187

熊本東倫理法人会 （株）センショウ 船田大紀 人吉市下城本町1421-1

熊本市西区城山半田4-2-3 （株）田尻土木 田尻 惟徳 井上中小企業診断士 井上照教 （株）HMS 平井健
マンマチャオ蔑牟田店 小林美鈴

阿蘇郡南阿蘇村長野460
事務所 八代市蔑牟田町479-1

MSB 山田達子 （株）ライフプラザ 江本龍洋 福岡県福岡市中央区草香江2-49

菊池郡菊陽町津久礼169-18 バートナーズ ジブラルタ生命（株） 福田 清美 熊本市東区江津1丁目8-38

熊本支社第四営業所
（有）PAYFOWARD 平井恵介

ファンシステム（株） 岡崎竜也 熊本市中央区花畑町1-7MY熊本ピル7F 九州くまもん物産（株） 川本信隆 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4-65902号

熊本市中央区新町4-10-8-301
熊本市中央区水道町7-165F 熊本市中央区神水1-2-5アルス・ノヴァ 202号室

ァローズ社会保険 田中拓也

（株）アーキテクト 鶴国行 労務士事務所 （株）ゆるりか 市原佑美

ファミリー 熊本市中央区中央街4-22-6F
熊本市北区龍田8丁目20-90

熊本市南区江越2丁目5-14 （株）隈建築創造社 高向民夫 熊本総合設計（株） 吉田亘

（合）ASUV 西島嘉浩 熊本市南区近見8丁目11番40号
熊本市南区城南町舞原1367

熊本市北区龍田弓削1-15-107 ハピネスエージェンシー井手千寿留 永尾豊子 永尾豊子
令和4年度倫理法人会スローガン 令和4年度熊本県倫理法人会

工房天 村上隆秋 熊本市中央区下通1-12-27CORE下通ピル5F 熊本市西区上代1丁目20-1201 

上益城郡益城町福原1104 中園敏之 中園敏之 期末目標違成スローガン
（有）コスモ企画 吉村晃 熊本北倫理法人会 —-口 菊池郡菊陽町津久礼2098-83

企業に倫理を 職場に心を

f 苦難を乗り越え、打つ手は無限！ 閂

熊本市中央区北千反畑町5-22 寅取耕房 寅取義洋
Reiプランニング 山下礼 菊池市龍門2451-3 家庭に愛を

菊池市倫理法人会
熊本市中央区平成3丁目18-102F 

癒し処龍優庵 星野 優香
コンバクトLabo 吉弘和美 熊本市北区植木町岩野243-8 希望を扁＜ 掲げよう

全単会で成し遂げよう！藤永 伸 藤永伸 熊本市中央区十禅寺1丁目7-21302 

宮崎県北諸県郡三股町蓼池614-9
コプルデンシャル 清田優作 熊本市南倫理法人会 自ら動こう 8ガ社！
生命保険（株）

新たな時代を 突き進もう！ 匁
期未H標3,000社！ >熊本市中央区桜町1-20西嶋三井ピルデイング12F （有）中部建設 小川 正勝

（株）RMK 池澤千恵子
熊本市東区戸島西4-7-20

合志市野々 島2461
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