新 入 会 員 紹 介

やまぐち治療院
〒761-1703 高松市香川町浅野2947-17
TEL:090-2929-6937
FAX:087-880-1384
Mail:y.takashi0607@gmail.com

「心と体を癒せる施術を目指しています」
今年9月より幹事を拝命しておりますやまぐち治療院の
山口孝です。私の仕事は訪問マッサージといって寝たきりの
方や自力でで歩行困難の方を対象にご自宅や施設などにお
伺いし、マッサージを行うサービスです。
このサービスを受ける
にはかかりつけの医師の
同 意 書 が 必 要 に なりま
す。健 康保険を使うので
少な い 負 担 で 継 続 的 に
施 術 を 受 ける 事 が 出 来
ます。尚介護保険との併
用も可能です。
マッサージの効果とし
ては血液やリンパの循環
を促 進させて、むくみや
床ずれの改善や硬くなっ
た 筋 肉を 緩 め 痛 み の 軽
減や、関節の動きを良く

する事によって日常の
生活動作が向上してい
きます。
この 仕事 をして1番
うれしい時は利用者様
が『ありがとう楽になっ
た』と笑 顔を見た時で
す。
これ からも1人でも
多くの人に喜んで頂け
山口 孝
るように心の勉強は倫
理で学んで実践していきます。まだまだ
勉強不足ですが会員の皆様よろしくお願
い致します。
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幸多き新春をお迎えのこととお喜び申し上げます
御社のご繁栄と皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます
令和4年元旦

株式会社 高松ロジコン
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今年もどうぞよろしく
お願い致します

になります。
倫理法 人会には、
トラックを持たない運送会社
以前から親しくして
〒761-1703 高松市香川町浅野800番地2
くださったお客様の
TEL:087-889-4716
推薦で2021年8月
FAX：087-889-4716
に入 会しました。
「物流を通じて人と人の心を繋げたい…」
数多くのリーダー
様 や 素 晴 らし い 経
2021年2月に発足した、車輌を有しない運送会社、
「株式
営 理 念 を 持 った 各
会社高松ロジコン」の山田猛です。 私事と「トラックが居な
山田 猛
業界の代表者様が
い運送屋？」について少しお話しします。
私は1971年に高松市で生まれ、転勤族であった両親と共 在籍しており、衝撃を受けたことを今でも
に関西圏を転々とし、学校を卒業後、大阪にて社会人一年生 はっきりと覚えております。 今では皆様
を過ごしました。 宅配便の運転手から始まり、長距離トラッ のお知恵やご経 験をお借りし勉強させて
いただいております。
クやＪＲ貨物等、色んな形態の物流に携わってきました。
今後も現在のスタイルを維持しつつ 物
現在の「高松ロジコン」は、今までの
経 験を生かすべく発 足した、いわゆる 流 業 界 を躍 進していこうと考えておりま
物流の情報仲介屋のような会社です。 す。皆 様のご指導ご鞭 撻のほど、よろしく
「株 式 会 社高 松ロジコン」をお客 様や お願いいたします。
協力会社に説明するとき「トラックを
持たない運 送会社です」と説明してい
ます。例えばお客 様から、
「 〇月〇日に
○○県のお客 様へ納品してほしい」と
依頼を受けた時、そのお荷物に対して
必要な車輌（トラックやＪＲコンテナ）
を手配するといった貨物利用運送事業

田村神社の清掃活動 2021.9.16

は
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倫理法
で
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毎週木曜日に学ぼう!

モーニング
セミナー

集中して学ぼう!

11月4日（木）

香川大学経済学部

非常勤講師

穴吹 忠義

9月30日（木）
「倫理との出会い 学び・実践・体験談」
高松南倫理法人会 幹事
株式会社カラークリエーション 取締役

溝渕 邦子

11月11日（木）

元木 康浩

5分間会員スピーチ

本家建設有限会社

「コロナ禍における経営の展望・
方向性と香川県よろず支援拠点の役割」
高松南倫理法人会 会員
株式会社CONNECT 代表取締役

樋口 満

令 和4 年度の新旧役 員 交 流 会がザ・チェル
シーで開催されました。三好会長の挨 拶のあ
と、令和4年度の活動計画を、委員会ごとに分
かれて意見を述べ合いました。
その後、委員会の代表委員が発表を行いまし
た。普及拡大委員会がなくなったため、役員が
中心になって、全員の力で普及する事になりま
した。活発な意見もあり、充実の発表会でした。

新旧役員交流会

11月18日（木）
高松南倫理法人会 幹事
編集社 代表

「未来へつなぐ」のテーマで、元木康浩法人レクチャラー
に講話頂きました。事業始めた頃はお客様の満足だけだっ
たが、その後社員のために変化した。下請け業者さまとも
協力していかないと、お客 様の満足は頂けないこともわ
かった。倫理指導を受けて仕事と家庭の両立をしていった。

高松南の活性化を図ろう!

小西 卓朗

上村 光男

代表取締役社長

元木 康浩氏

(一社)倫理研究所 法人レクチャラー
徳島県倫理法人会 相談役
株式会社セイコーハウジング 代表取締役社長

高松南倫理法人会 幹事
四国マホービン株式会社 会長

【日時】11月10日（水）18：30〜19：30
【場所】コンディトライ＆レスト シ カ
【参加】23社23名
【講師】一般社団法人倫理研究所 法人レクチャラー
株式会社セイコーハウジング

「親ごころ」

「倫理との出会い 学び・実践・体験談」

「倫理との出会い 学び・実践・体験談」

経営者の集い

「人生の振り返り〜生き方のヒント」

【日時】9月22日（水）18：00〜19：15
【場所】ザ・チェルシー ザ・ダイニング
【参加】30名
三好正人会長挨拶

矢野 稔洋

10月7日（木）

11月25日（木）

「喜んで働く」

「私が倫理と出会うまで」

(一社)倫理研究所 法人局 法人スーパーバイザー
有限会社オフィス・マリ 代表取締役社長

善通寺琴平倫理法人会 幹事
有限会社みゆき 代表取締役

高木 正江

長尾 隼人

5分間会員スピーチ

ペンギンモバイル
四国代理店

12月2日（木）

中越 鉄也

「J.A.M FACTORYを始めた訳」

10月14日（木）

高松南倫理法人会 会員
株式会社三好製作所 代表取締役

「心を磨くすなおな実践」

三好 幸司

(一社)倫理研究所 法人レクチャラー
香川県倫理法人会 モーニングセミナー副委員長
リバティハウスヒロ有限会社

モーニングセミナー

朝礼

研修

広報

12月9日（木）

髙橋 渚

「やるときは、ひとつずつ」
(一社)倫理研究所 法人局 法人スーパーバイザー
鳥取県倫理法人会 相談役
株式会社フィディア 代表取締役会長

10月21日（木）
「倫理との出会い、そして役職」

福井 龍介

高松市倫理法人会 会長
株式会社イレブンリース 代表取締役

5分間会員スピーチ

カイロプラクティック風
カイロプラクター

和田 光敬

森田 美由紀

10月28日（木）

12月16日（木）

「万人幸福の栞解説」
第四条 人は鏡、万象はわが師

「希望は心の太陽で有る」
高松南倫理法人会 幹事
サンフラッシュ有限会社
エステ部門マネージャー

高松南倫理法人会 事務長
株式会社たも屋 取締役会長

須崎 和子

黒川 保
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女性

普及

倫理法人会の基本や知識を習得し、会員同士の親睦を深めました!

会員様、ご家族様の絆を深めよう!

新入会員オリエンテーション

バンズ
（絆）の会

【日時】10月23日（土）■オリエンテーション:18：30〜19：30 ■懇親会:19：40〜21：00
新入会員オリエンテーションが、ホテルマリンパレスさぬきで
【場所】ホテルマリンパレスさぬき
行われました。最初に三好会長の挨拶があり、続けて内海信一高
【参加】23社23名
松南6代目会長の講話。倫理法人会についてや、倫理指導などの
【講師】香川県倫理法人会 キャリア副委員長 お話をいただきました。その後、山本専任幹事の活動説明などが
高松南6代目会長
内海 信一氏 あり、2部では楽しい懇親会で親睦を深めました。

めおん号で「女木島」に到着!

【日時】11月3日（水）文化の日 9：40〜15：40
【場所】女木島
【参加】24社27名
挨拶：三好正人会長

澄みきった青空の下、女木島でバンズの会を開催いたしました。
女木島に到着すると、心地よい潮風と共に心安らかに瀬戸内海のビー
チクリーンをしました。
砂浜の海岸線にはたくさんのペットボトルが流れ着いていました。
買った人は捨てる時には気を付けて欲しいと思います。
クリーン作戦が終わった後は、お待ちかねのバーベキューの始まり
始まり。その後会員の吉田圭子さんのピザを美味しく頂きました。
食事の後は、みんなでビンゴゲームを楽しみ、アッと言う間の時間で
した。会員間の親睦もでき、楽しい1日でした。また来年やりたいです。

講話 真剣に「基本理念」と「知識」を習得しました。

講師：内海信一

お待ちかねの

新会員
株式会社 横蔵

横尾 朋大

懇親会スタート!

新会員
株式会社CTT

伊丹 顕治

新会員

新会員

瀬戸内あさ商店

山本 実季

ホテルマリンパレスさぬき

加藤 行雄

乾杯：松熊法人スーパーバイザー

新会員
株式会社エヌ・エス四国

青野 直鬼

ビーチクリーン作戦! 全員でたくさんのゴミを収穫しました!
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中締め：森勝一 相談役
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会員様、ご家族様の絆を深めよう!

バンズ
（絆）の会

絶好のバーベキュー日和でした!

三好会長の乾杯でバーベキュースタート!

十河相談役より挨拶がありました。

景品ゲットしました！

ビンゴゲーム大会!

最後にみんなで記念撮影!また来年!

ビールがうまい！
6
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恒例! 高松南のパワーアップ

三好会長より挨拶

忘年会

美味しい料理と楽しい仲間!

【日時】12月13日（月）19：00〜21：00
【場所】ザ・チェルシー
【参加】66名

連想 ゲ�ム

今年も恒例の高松南倫理法人会の「忘年会」を、ザ・チェルシーで
開催しました。三好会長の挨拶、続けて溝渕副会長の乾杯でスター
トしました。チェルシーさんの美味しい料理と、女性委員会企画の
豪華景品付「ワクワク連想ゲーム」や「ドキドキビンゴゲーム」で大
変盛り上がりました。
忘年会の最後は、古井幹事の高松南版「明日があるさ」を全員で
合唱しました。皆様のご参加ありがとうございました。

溝渕副会長の乾杯でスタート!

一等が
当たり

豪華景品付ビンゴゲーム

みんなでカンパ〜イ!!

ラストは全員で「高松南版 明日があるさ」を合唱しました!

中締めは廣重副会長

歌は古井和貴幹事
8
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私 の 趣 味 紹 介

box 株式会社ボックス

ドアーズカンパニー(有)

〒761‐8031 高松市郷東町587‐9
TEL:087-881-6211 H.P:090-1174-5656
FAX:087-881-6244
E-mail : hagiike@box-on.co.jp
URL: http://www.box-on.co.jp

〒763-0022 丸亀市浜町63番地1
TEL:0877-24-2888
ドアーズカンパニーHP:https://doors-c.com/
チョイクHP:http;//choiku.shopinfo.jp

「趣味はモノ磨き」

「趣味は里山・健康登山」
趣味に付いて、今まで本気に成れなかった
趣味ばかりでしたが、2年前に持病（循環器
系）が悪化して、医者の指示で投薬を少し増
やして様子を見ていた時、その薬の影響で上
半 身に湿 疹が出る薬 害に掛かり、改めて薬
の怖さを身を持って体験しました。
その当時は、仕事を言い訳に医者が進め
るままの 薬 漬けの毎日で、特に体を動かす
運動は何もしていない事に気づきました。
そこで何か体力ＵＰの運動と思い、家から
5分ぐらいの所に、軽装で登れる山として人
気の里山（堂山・標高300m）が有り、毎日沢
山の方々が、早朝から里山登山を楽しんでお
り、私もその登山仲間に入り早や2年が経ち
ました。
【年配登山者は、別名『堂山病院』と呼んで
浸しまれております】登る目標回数は、週3〜
4回として年間150回、登山時間は登り30

萩池 義信
分、降り20分ぐらいで少し息のあがる
適度な運動で、出勤前に気楽に登れる山
として、1年を通して里山の四季も楽し
んでおります。今は、投薬 の量も減り体
調も良くなり、免疫力も上がって風邪一
つ引かない体に成りました。
普段倫理で学んでいる、気づきと実践
をした事で、毎日の生活スタイルに変化
が生まれた事に大変満足しております。
これ からは、この 健 康 登 山 をスタート
に 、近 県 の 山 々
にも挑 戦して悔
いの無いシニア
ライフを送りた
いと思っており
ます。

丸亀の駅前で、45年ほどオーダーメイドを
中心とした服飾店を家族で経営をさせて頂
いています。
数年前に息子に社 長を譲り、一 線からは
退きましたがボーッとしてはいられない性分
なので、何かできることはないかと考えてい
ました。折しもコロナ渦で外出もままならな
い中自宅の網戸の張替えをと思い、やってい
るうちに楽しくなってきていつしか知り合い
の家の網戸まで張り替えるようになりまし
た。そんな中ついでにあれも、これもとリク
エストが増え、増えた分だけ出来ることも増
えてきました。
洋服の仕事をしている傍らで、趣味と実益
を兼ねてエアコンの掃除とかをやっていま
す。
（ 詳しくは上のHP参照）もともと格別き
れい好きというのでもないが、きれいになっ
ていくのは好きです。例えば経年で傷ついた
流し台をペーパーで磨いているうちに、錆が

高木 経隆

にしやま労務管理事務所

四国アイティサービス有限会社

〒760-0014 高松市昭和町2-4-20
TEL:087-880-3858

〒761-8064 高松市上之町１丁目6-16
TEL:087-869-1212
FAX:087-869-1231
Mail:info@shikokuit.ne.jp
HP:https://shikokuit.ne.jp/

「神社巡り〜産土神社編〜」
私の神社巡りには特にこだわりはなく、ふと耳にし
た神社に行きたいと思ったら行くというのが基 本の
スタイルです。
ある時、倫友が口にした「産土神社」という言葉に興
味を持ちました。産土神は、自分の生まれた土地に宿
る神様で、母親のお腹に命を授かった時から生 涯を
通じ見守ってくれているのだそうです。
今夏、ようやく私の産土神社を参拝し、その後、しば
らくして、思いがけないことが起こりました。子どもの
頃、とても仲の良かった友人と30数年ぶりに再会で
きたのです。

西山 路恵
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彼女は三姉妹の三女、生まれ
た 土 地 を 一 度 も 離 れること な
く、今も両 親と暮らし、働き、趣
味を愉しみながら、その地にしっ
かりと根を張って生 活していま
した。多くの時間を共に過ごした
二人 が正 反 対の 生き方をし、こ
うして再び出会えたことに産土
神のお導きを感じずにはいられ
ません。彼女との再会で、おぼろ
げだった幼き私がはっきりと輪
郭を帯び、自分の存 在を一層力
強く感じられるようになりまし
た。
パワースポットと呼ばれる有
名な 神 社にも、小さく華 美では
ないけれど、その地に泰 然と鎮
座 する神 社にも、それぞ れの良
さがあるのだと感じられた出来
事でした。

落ち、くすみが段々光沢へと変化する様
が、何とも言えないような達 成感を感じ
られるのです。
そういえば学校に通っているころ吹奏
楽部に所属していて、行事が近くなると
手垢で錆だらけの楽 器を真鍮 磨きでピ
カピカにして顔が映るまでになったとき
同じように達成感を感じていたのを思い
出しました。そうだ！僕の「趣味はモノ磨
き」経年で傷んだもの，錆びたもの、色が
落ちたものを元の状態に回復するよう、
手を加えていくことなんだと言う事に気
が付きました。
今 考えていることは、本当に困ってい
る老人宅に行って手すりや、家具の修理、
障子、ふすまの張替えなどをやることで
す。お蔭様で今のところ、体力もそこそこ
あり極めて健康であるので、それを生か
し世のため、人のためにお役に立ちたい
と思っています。
何か作業をして終わったとき「あ〜き
れいになった」、
「使いやすくなった」、
「風
が気持ちいい」と言ってくれ最後に「あり
がとう！」って言ってくれる言葉が僕の最
大の糧です。最後に、もちろん服屋さんも
ちゃんとやってます（笑）

「愛猫との時間が趣味です」
妻が猫家系であり、猫と住みたい！の一言から我が家
の猫との生活が6年程前から始まりました。最初は妻が
ペットショップで購入したのが始まりで、次に私がペット
ショップで一目惚れして購入、次は大雨の中、ずぶ濡れ
で迷いこんで来た子を迎え入れ、次は妻の職場の人から
譲り受け、ラストは妻の実家の子を迎え入れて気づけば
5匹に囲まれた生活です。
写真撮られるのを嫌がる子もいますので(笑)今回は
私に一番懐いている我が家の「むぅ」くん5歳をご紹介し
ます。
早 朝 モ ーニ
ング セ ミ ナ ー
に 行 く準 備 を
して い る 時 や
夜 、帰 宅 が 遅
い時でも行っ
てらっしゃい！
お 帰りな さ
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い！とお見 送り、お出迎 えをし
てくれ、休日など一緒に過ごせ
る時はベタベタで 甘え 上手な
子なんです。あまりにも極端に
私に懐くので妻は少し怒ってい
ますが。。。(笑)実は私は犬家系
だったので最初は猫との 生 活
に戸 惑いましたが愛 猫との愛
和を 妻に学 び、夫 婦 愛 和を 愛
猫から教わる事もありました。
結果、家庭が明るく
なり私にとっては「万
人幸福の猫」を授かっ
たのかも知れません。
これ からも良き家 族
として一緒に生活して
行きたいものです。

