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企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を！

中 宏文 
高知市倫理法人会会長

次期会長には、熟練者と若手の融合による更なる発展
貴重な経験をさせて頂き幸せに感じています。
グセミナー参加者が２９年度は３３人まで増加した事は、役員、会員の皆様が「セ
ミナーへの参加と普及をリンクした形に」という私の想いをよく理解して活動して
くださった結果であると感謝しています。「Ｎｏリンリ、Ｎｏライフ」というテー
マを掲げ、毎月通信を発行いたしました。モーニングセミナーの様子や、活動状況、
会員紹介を行うことで、会の活性化と同時に退会防止効果もあったと思います。
 ７月１９日に１５周年記念式典を行い、歴代会長、倫理法人会立上げメンバーに
対しての感謝を伝える事が出来ました。高知市倫理法人会は女性会員、若手会員が
増え元気、活気が出てきました。次期会長には、倫理熟練者と若手の融合による更
なる発展、分封実現を期待いたします。

久万田 昌弘
高知県相談役
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昌弘 
県相談役 

9 月より、東村会長から、中会長にバトンタッチしました

  久万田相談役が倫理経営インストラクターに就任しました！
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報恩思考で、会員ファーストに努めます！
今年度の抱負を述べさせていただきます。
高知市は、新しい会員のモーニングセミナーやナイトセミナーの出席率が高く、楽
しく活気のある単会運営が行われています。今年度は、その楽しさに加えて、学び
を楽しむ雰囲気を加えていきたいと考えます。具体的には、①「万人幸福の栞」の
理解をより深める取り組みや②上位概念である「七つの原理」を、中堅といわれる
役員の皆様に、講師として解説頂き、「教学同時勉強会」を開催します。また、入
会間もない新会員の皆様には、「富士研への参加」や「倫理指導の勧め」など、積
極的に、倫理の神髄に触れる機会を提供したいと考えます。さらに、他単会
ラボも行って、高木会長の掲げる「高知県倫理法人会は一つの大家族」というスロ
ーガンを実現して、会員企業の繁栄に貢献したいと考えます。
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増え元気、活気が出てきました。次期会長には、倫理熟練者と若手の融合による更
なる発展、分封実現を期待いたします。

月より、東村会長から、中会長にバトンタッチしました

久万田相談役が倫理経営インストラクターに就任しました！

自ら純粋倫理という生活法則を手本とした
倫理経営の実践を率先して行うことが必須となります
このたび倫理経営インストラクター
る思いでいっぱいです。
インストラクターとして
とした倫理経営の実践を率先して行うことが必須となります。
今後、倫理法人会の会員の皆様に、倫理に基づいた
くことができるように、
いただき、倫理実践を積み重ねていく覚悟です。
今後ともよろしくお願いいたします。
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役員の皆様に、講師として解説頂き、「教学同時勉強会」を開催します。また、入
会間もない新会員の皆様には、「富士研への参加」や「倫理指導の勧め」など、積
極的に、倫理の神髄に触れる機会を提供したいと考えます。さらに、他単会とのコ
ラボも行って、高木会長の掲げる「高知県倫理法人会は一つの大家族」というスロ
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【副会長・専任幹事・副専任幹事・正副委員長の抱負
身で御座います。同じく今月で
店まさしく倫理を学んで良かったと思っております。中会長を陰ながら支え頑張って行きたいと思います。会員皆さんと共に高知市
倫理法人会を素晴らしい会にしていきましょう■
ました。中新会長が力を目一杯発揮して高知市倫理法人会が楽しい会になるため、１日でも早く役になり切って支えて行きます。よ
ろしくお願いします。■
をしっかりさせていただきます。なにより、楽しみます■
表の庄司涼一です。イッパイいい方達と知り合い、倫理も学び、楽しく活動していきたいです！
委員長
がりが深く、その方の人となりに触れながら仕事の考え方や家族への想いなどたくさんの学びをさせていただいています。今期、普
及拡大委員会のみなさんと知恵と力を合わせ、倫理法人会の活動をさらに活性化させる企画をしていきたいと思います。
■鎌田真悠子モーニングセミナー委員長
ミナーに参加することで私自身、とても成長させて頂きました！なので、今期も
モーニングセミナーを作っていきますので、是非毎週木曜日は朝
■橘田一彦研修委員長
いします■
り合えて、お話を伺ったり、セミナーに参加したりする中でたくさんの気付きを頂き、楽しく勉強させて頂いてます。朝礼
今期が初めてなので分からないことばかりですが、先輩方に教えて頂きながら委員長として頑張っていきたいと思います。自分の職
場で朝礼をしていなかったので、まずはそこから始めます！！そのきっかけを頂けたことにも感謝しています。よろしくお願いしま
す。
委員長を拝命致しました入会十年目、門田尚子でございます。中会長は、今期「学びを楽しみ、世界を楽しもう」をスローガンに掲
げられてお
皆様に活躍して頂ける様、微力ではございますが中会長を盛り上げて参ります。私の実践項目
徹底
に積極的に参加し、学んで行きたいと思います。よろしくお願いします。
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店まさしく倫理を学んで良かったと思っております。中会長を陰ながら支え頑張って行きたいと思います。会員皆さんと共に高知市
倫理法人会を素晴らしい会にしていきましょう■
ました。中新会長が力を目一杯発揮して高知市倫理法人会が楽しい会になるため、１日でも早く役になり切って支えて行きます。よ
ろしくお願いします。■
をしっかりさせていただきます。なにより、楽しみます■
表の庄司涼一です。イッパイいい方達と知り合い、倫理も学び、楽しく活動していきたいです！
委員長：この９月で、倫理
がりが深く、その方の人となりに触れながら仕事の考え方や家族への想いなどたくさんの学びをさせていただいています。今期、普
及拡大委員会のみなさんと知恵と力を合わせ、倫理法人会の活動をさらに活性化させる企画をしていきたいと思います。
■鎌田真悠子モーニングセミナー委員長
ミナーに参加することで私自身、とても成長させて頂きました！なので、今期も
モーニングセミナーを作っていきますので、是非毎週木曜日は朝
■橘田一彦研修委員長
いします■竹内美咲
り合えて、お話を伺ったり、セミナーに参加したりする中でたくさんの気付きを頂き、楽しく勉強させて頂いてます。朝礼
今期が初めてなので分からないことばかりですが、先輩方に教えて頂きながら委員長として頑張っていきたいと思います。自分の職
場で朝礼をしていなかったので、まずはそこから始めます！！そのきっかけを頂けたことにも感謝しています。よろしくお願いしま
す。■窪田哲也広報副委員長
委員長を拝命致しました入会十年目、門田尚子でございます。中会長は、今期「学びを楽しみ、世界を楽しもう」をスローガンに掲
げられております。喜んで学び、
皆様に活躍して頂ける様、微力ではございますが中会長を盛り上げて参ります。私の実践項目
徹底 ■水田知佐女性副委員長
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副会長・専任幹事・副専任幹事・正副委員長の抱負
身で御座います。同じく今月で
店まさしく倫理を学んで良かったと思っております。中会長を陰ながら支え頑張って行きたいと思います。会員皆さんと共に高知市
倫理法人会を素晴らしい会にしていきましょう■
ました。中新会長が力を目一杯発揮して高知市倫理法人会が楽しい会になるため、１日でも早く役になり切って支えて行きます。よ
ろしくお願いします。■近森純一郎副専任幹事
をしっかりさせていただきます。なにより、楽しみます■
表の庄司涼一です。イッパイいい方達と知り合い、倫理も学び、楽しく活動していきたいです！

：この９月で、倫理法人会へ入会して２年６ヶ月目を迎えます。倫理法人会は業種や社会的な立場などを越えて人と人との繋
がりが深く、その方の人となりに触れながら仕事の考え方や家族への想いなどたくさんの学びをさせていただいています。今期、普
及拡大委員会のみなさんと知恵と力を合わせ、倫理法人会の活動をさらに活性化させる企画をしていきたいと思います。
■鎌田真悠子モーニングセミナー委員長
ミナーに参加することで私自身、とても成長させて頂きました！なので、今期も
モーニングセミナーを作っていきますので、是非毎週木曜日は朝
■橘田一彦研修委員長：30 年度は色々なイベントを企画実行して、皆様とたくさんの経験をしていきたいと思います。よろしくお願

竹内美咲朝礼委員長
り合えて、お話を伺ったり、セミナーに参加したりする中でたくさんの気付きを頂き、楽しく勉強させて頂いてます。朝礼
今期が初めてなので分からないことばかりですが、先輩方に教えて頂きながら委員長として頑張っていきたいと思います。自分の職
場で朝礼をしていなかったので、まずはそこから始めます！！そのきっかけを頂けたことにも感謝しています。よろしくお願いしま

■窪田哲也広報副委員長：「４年ぶりの高知市役員です。よろしくお願いします」■
委員長を拝命致しました入会十年目、門田尚子でございます。中会長は、今期「学びを楽しみ、世界を楽しもう」をスローガンに掲

ります。喜んで学び、
皆様に活躍して頂ける様、微力ではございますが中会長を盛り上げて参ります。私の実践項目

■水田知佐女性副委員長：女性副委員長をさせて頂く水田知佐です。今期はモーニングセミナーだけでなく、色々な講座や、会
に積極的に参加し、学んで行きたいと思います。よろしくお願いします。
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副会長・専任幹事・副専任幹事・正副委員長の抱負
身で御座います。同じく今月で 15 周年を迎える事が出来ましたスナックきんぎょを経営しております。倫理暦と同じくして始めたお
店まさしく倫理を学んで良かったと思っております。中会長を陰ながら支え頑張って行きたいと思います。会員皆さんと共に高知市
倫理法人会を素晴らしい会にしていきましょう■
ました。中新会長が力を目一杯発揮して高知市倫理法人会が楽しい会になるため、１日でも早く役になり切って支えて行きます。よ

近森純一郎副専任幹事
をしっかりさせていただきます。なにより、楽しみます■
表の庄司涼一です。イッパイいい方達と知り合い、倫理も学び、楽しく活動していきたいです！

法人会へ入会して２年６ヶ月目を迎えます。倫理法人会は業種や社会的な立場などを越えて人と人との繋
がりが深く、その方の人となりに触れながら仕事の考え方や家族への想いなどたくさんの学びをさせていただいています。今期、普
及拡大委員会のみなさんと知恵と力を合わせ、倫理法人会の活動をさらに活性化させる企画をしていきたいと思います。
■鎌田真悠子モーニングセミナー委員長：モーニングセミナー委員長を拝命いたしました鎌田真悠子です。昨年
ミナーに参加することで私自身、とても成長させて頂きました！なので、今期も
モーニングセミナーを作っていきますので、是非毎週木曜日は朝

年度は色々なイベントを企画実行して、皆様とたくさんの経験をしていきたいと思います。よろしくお願
朝礼委員長：高知市で『こねこ』とい

り合えて、お話を伺ったり、セミナーに参加したりする中でたくさんの気付きを頂き、楽しく勉強させて頂いてます。朝礼
今期が初めてなので分からないことばかりですが、先輩方に教えて頂きながら委員長として頑張っていきたいと思います。自分の職
場で朝礼をしていなかったので、まずはそこから始めます！！そのきっかけを頂けたことにも感謝しています。よろしくお願いしま

：「４年ぶりの高知市役員です。よろしくお願いします」■
委員長を拝命致しました入会十年目、門田尚子でございます。中会長は、今期「学びを楽しみ、世界を楽しもう」をスローガンに掲

ります。喜んで学び、明るく実践をし、楽しく絆を深めようと理解し、
皆様に活躍して頂ける様、微力ではございますが中会長を盛り上げて参ります。私の実践項目

：女性副委員長をさせて頂く水田知佐です。今期はモーニングセミナーだけでなく、色々な講座や、会
に積極的に参加し、学んで行きたいと思います。よろしくお願いします。
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■清遠和身副会長
周年を迎える事が出来ましたスナックきんぎょを経営しております。倫理暦と同じくして始めたお

店まさしく倫理を学んで良かったと思っております。中会長を陰ながら支え頑張って行きたいと思います。会員皆さんと共に高知市
田中伸樹専任幹事：この度は初めて役員となり、しかも専任幹事

ました。中新会長が力を目一杯発揮して高知市倫理法人会が楽しい会になるため、１日でも早く役になり切って支えて行きます。よ
：今年度、副専任幹事を担当いたします近森純一郎です。会長と専任幹事のフォロー
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表の庄司涼一です。イッパイいい方達と知り合い、倫理も学び、楽しく活動していきたいです！

法人会へ入会して２年６ヶ月目を迎えます。倫理法人会は業種や社会的な立場などを越えて人と人との繋
がりが深く、その方の人となりに触れながら仕事の考え方や家族への想いなどたくさんの学びをさせていただいています。今期、普
及拡大委員会のみなさんと知恵と力を合わせ、倫理法人会の活動をさらに活性化させる企画をしていきたいと思います。

：モーニングセミナー委員長を拝命いたしました鎌田真悠子です。昨年
ミナーに参加することで私自身、とても成長させて頂きました！なので、今期も
モーニングセミナーを作っていきますので、是非毎週木曜日は朝 6 時に新阪急までお越しください♪役員一同お待ちしております。

年度は色々なイベントを企画実行して、皆様とたくさんの経験をしていきたいと思います。よろしくお願
：高知市で『こねこ』というスナックを経営しています。倫理法人会では色々な業種、年齢の方と知

り合えて、お話を伺ったり、セミナーに参加したりする中でたくさんの気付きを頂き、楽しく勉強させて頂いてます。朝礼
今期が初めてなので分からないことばかりですが、先輩方に教えて頂きながら委員長として頑張っていきたいと思います。自分の職
場で朝礼をしていなかったので、まずはそこから始めます！！そのきっかけを頂けたことにも感謝しています。よろしくお願いしま

：「４年ぶりの高知市役員です。よろしくお願いします」■
委員長を拝命致しました入会十年目、門田尚子でございます。中会長は、今期「学びを楽しみ、世界を楽しもう」をスローガンに掲

明るく実践をし、楽しく絆を深めようと理解し、
皆様に活躍して頂ける様、微力ではございますが中会長を盛り上げて参ります。私の実践項目

：女性副委員長をさせて頂く水田知佐です。今期はモーニングセミナーだけでなく、色々な講座や、会
に積極的に参加し、学んで行きたいと思います。よろしくお願いします。
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周年を迎える事が出来ましたスナックきんぎょを経営しております。倫理暦と同じくして始めたお

店まさしく倫理を学んで良かったと思っております。中会長を陰ながら支え頑張って行きたいと思います。会員皆さんと共に高知市
：この度は初めて役員となり、しかも専任幹事

ました。中新会長が力を目一杯発揮して高知市倫理法人会が楽しい会になるため、１日でも早く役になり切って支えて行きます。よ
：今年度、副専任幹事を担当いたします近森純一郎です。会長と専任幹事のフォロー

：普及拡大委員長を拝命したファインクリーン代
表の庄司涼一です。イッパイいい方達と知り合い、倫理も学び、楽しく活動していきたいです！■髙石

法人会へ入会して２年６ヶ月目を迎えます。倫理法人会は業種や社会的な立場などを越えて人と人との繋
がりが深く、その方の人となりに触れながら仕事の考え方や家族への想いなどたくさんの学びをさせていただいています。今期、普
及拡大委員会のみなさんと知恵と力を合わせ、倫理法人会の活動をさらに活性化させる企画をしていきたいと思います。

：モーニングセミナー委員長を拝命いたしました鎌田真悠子です。昨年
皆様と一緒に成長していけるよう、さらに充実した

時に新阪急までお越しください♪役員一同お待ちしております。
年度は色々なイベントを企画実行して、皆様とたくさんの経験をしていきたいと思います。よろしくお願

うスナックを経営しています。倫理法人会では色々な業種、年齢の方と知
り合えて、お話を伺ったり、セミナーに参加したりする中でたくさんの気付きを頂き、楽しく勉強させて頂いてます。朝礼
今期が初めてなので分からないことばかりですが、先輩方に教えて頂きながら委員長として頑張っていきたいと思います。自分の職
場で朝礼をしていなかったので、まずはそこから始めます！！そのきっかけを頂けたことにも感謝しています。よろしくお願いしま

：「４年ぶりの高知市役員です。よろしくお願いします」■門田尚子女性委員長
委員長を拝命致しました入会十年目、門田尚子でございます。中会長は、今期「学びを楽しみ、世界を楽しもう」をスローガンに掲

基本を抑え、明るく、楽しく、喜んで女性会員の
皆様に活躍して頂ける様、微力ではございますが中会長を盛り上げて参ります。私の実践項目 1.役員朝礼参加

：女性副委員長をさせて頂く水田知佐です。今期はモーニングセミナーだけでなく、色々な講座や、会

ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ副委員長 

濱田誠一 

普及拡大委員長 

庄司 涼一 

女性委員長 

門田 尚子 

Reserved. 

今月号と来月号は、新年度役員を紹介します！ 

 

 

 

：今期、高知市倫理法人会副会長に拝命されました清遠和
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周年を迎える事が出来ましたスナックきんぎょを経営しております。倫理暦と同じくして始めたお

店まさしく倫理を学んで良かったと思っております。中会長を陰ながら支え頑張って行きたいと思います。会員皆さんと共に高知市
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（株）益岡工務店

 

紹介者

庄司涼一普及拡大委員長

自己紹介をさせていただ
きます。
昭和
れました。
高知商業高校元監督であ
る父の影響で、小学校
年生より野球を始め、高
知商業高校野球部で甲子
園に二度出場することが
できました。
専修大学を卒業後、平成
11 年に四国銀行へ入社
し、現在、四国銀行木屋
橋支店に勤務しておりま
す。 
宜しくお願い致します。
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年生より野球を始め、高
知商業高校野球部で甲子
園に二度出場することが

 
修大学を卒業後、平成
年に四国銀行へ入社

し、現在、四国銀行木屋
橋支店に勤務しておりま

宜しくお願い致します。

 

新しい仲間が増えました！

Copyright(C) 

（株）益岡工務店
締役の益岡博史と申しま
す。 
高知県下で住宅新築メイ
ンに耐震改修、リフォー
ム、店舗改装などを手掛
けております。硬質ウレ
タンパネルを使用しまし
た、健康で省エネな高気
密・高断熱の
心に高性能な住宅を建て
させて頂いております。
創業より 40 年、これから
も高知で必要とされる会
社となれるよう頑張って
参りますので、何卒宜し
くお願い致します。
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四国銀行木屋橋支店
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盛り上がって来ている

高知市に、また素敵な仲間

が増えました

今期は幸せな成功の仕方

の原理原則を脳の使い方

スペシャリストの中会長

のもと、楽しく学べるプロ

グラムもご用意いたしま

す♪ 

お楽しみに♪
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株式会社クイーク
社長にご紹介いただき入
会することができまし
た。弊社は小さく未熟な
会社ですが会を通じて
色々なことを吸収しより
良い企業になれるように
していきたいと思いま
す。また、職場の教養を
用いた朝礼にも興味があ
り朝礼を確立していきた
いと思っております。皆
様よろしくお願い致しま
す。

 

専務取
締役の益岡博史と申しま

高知県下で住宅新築メイ
ンに耐震改修、リフォー
ム、店舗改装などを手掛
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タンパネルを使用しまし
た、健康で省エネな高気

の家を中
心に高性能な住宅を建て
させて頂いております。 

年、これから
も高知で必要とされる会
社となれるよう頑張って
参りますので、何卒宜し

新会員の株式会社オーブ
レットライフ四国支店の
尾崎健一郎と申します。
住宅販売業者向けの、住
宅トラブル緊急かけつけ
サービス・お手伝いサー
ビス（
のＯＥＭ等、サービスを
通してお客様の笑顔を守
ります。をモットーに
日々の営業活動をしてお
ります。倫理法人会で、
人生の指針、道しるべを
示している純粋倫理を学
び、成長していきたいと
思っております。ご指導
ご鞭撻をよろしくお願い
致します。
 

真辺崇志
真成総合設備

 

紹介者

東村英幸県幹事長

 

高知市に、また素敵な仲間

のもと、楽しく学べるプロ
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良い企業になれるように
していきたいと思いま
す。また、職場の教養を
用いた朝礼にも興味があ
り朝礼を確立していきた
いと思っております。皆
様よろしくお願い致しま
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通してお客様の笑顔を守
ります。をモットーに
日々の営業活動をしてお
ります。倫理法人会で、
人生の指針、道しるべを
示している純粋倫理を学
び、成長していきたいと
思っております。ご指導
ご鞭撻をよろしくお願い
致します。 

真辺崇志さん
真成総合設備 
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株式会社クイーク 三谷
社長にご紹介いただき入
会することができまし
た。弊社は小さく未熟な
会社ですが会を通じて
色々なことを吸収しより
良い企業になれるように
していきたいと思いま
す。また、職場の教養を
用いた朝礼にも興味があ
り朝礼を確立していきた
いと思っております。皆
様よろしくお願い致しま

新会員の株式会社オーブ
レットライフ四国支店の
尾崎健一郎と申します。
住宅販売業者向けの、住
宅トラブル緊急かけつけ
サービス・お手伝いサー

時間 365 日対応）
のＯＥＭ等、サービスを
通してお客様の笑顔を守
ります。をモットーに
日々の営業活動をしてお
ります。倫理法人会で、
人生の指針、道しるべを
示している純粋倫理を学
び、成長していきたいと
思っております。ご指導
ご鞭撻をよろしくお願い

 

さん 
 

東村英幸県幹事長 

８月に入会しました、真
辺崇志と申します。
電気通信工事業を営ん
でおります。
入会のきっかけは、某食
事会にて東村さんとお
会いし、色々な倫理法人
会の集まりに、お誘いい
ただいたことがきっか
けです。
不慣れな為、ご迷惑をお
掛けするとは思います
が、今後ともよろしくお
願いいたします。
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株式会社プロジエ
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社長にご紹介いただき入
会することができまし
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していきたいと思いま
す。また、職場の教養を
用いた朝礼にも興味があ
り朝礼を確立していきた
いと思っております。皆
様よろしくお願い致しま
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レットライフ四国支店の
尾崎健一郎と申します。 
住宅販売業者向けの、住
宅トラブル緊急かけつけ
サービス・お手伝いサー

日対応）
のＯＥＭ等、サービスを
通してお客様の笑顔を守
ります。をモットーに
日々の営業活動をしてお
ります。倫理法人会で、
人生の指針、道しるべを
示している純粋倫理を学
び、成長していきたいと
思っております。ご指導
ご鞭撻をよろしくお願い

８月に入会しました、真
辺崇志と申します。
電気通信工事業を営ん
でおります。
入会のきっかけは、某食
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会いし、色々な倫理法人
会の集まりに、お誘いい
ただいたことがきっか
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不慣れな為、ご迷惑をお
掛けするとは思います
が、今後ともよろしくお
願いいたします。
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入会のきっかけは、某食
事会にて東村さんとお
会いし、色々な倫理法人
会の集まりに、お誘いい
ただいたことがきっか

不慣れな為、ご迷惑をお
掛けするとは思います
が、今後ともよろしくお
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