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令和2年度の女性委員会と女性会員の
親睦、交流会が(株)カラークリエーション
で行われました。溝渕邦子女性委員長よ
り、この会を開催した趣旨についてお話
があり、続いて自己紹介です。新しく高松
南倫理法人会に入会された方が多く、最
初から盛り上がり、親睦、交流の場になり
ました。
続いて六車瑠愛幹事より、2020年(庚、
子、七赤金星)開運のポイント！について
講話がありました。
「金星」とは、肺、大腸
のことで、コロナウィルスのような肺経の
病気が流行すること！経済も担当してい
るので、経済混乱が起こること！が予測で
きました。
最後にコーヒーとケーキを頂き、十河正
信相談役の挨拶で閉会しました。

▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

皆様のご健康とご多幸を祈念し、
田村神社でご祈祷をしていただきました。

←六車瑠愛 幹事

はい、チーズ！

↑六車瑠愛 幹事の開運のポイント説明。

↑皆さん真剣にお話を聴かれていました。知っているのと知らないのでは大違いです。

（株）カラークリエーション 高松市屋島西町1956-26 TEL087-899-5691（国道11号線沿いパワーシティ屋島の南側を東へ・レインボーカラーの電柱看板が目印）
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田村神社にて集合写真（1月9日）

マスコットキャラクター「かりんちゃん」
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モーニングセミナー講話者一覧

★11月15日

★12月26日
「倫理との出会い
学び・実践・体験談」

テーマ「夫婦って！」

真司

諭治

高松南倫理法人会
(株)三好石材

三好

森田

講話者は倫理研究所 法人レクチャ
ラーの澤田誠様です。テーマは「夫
婦って」。奥様とは1990年のバブル時
代にスキーがきっかけで出会いまし
た。結婚してわかった事は、ありがたさ
が当たり前になってくることでした。
そこで「妻のいいところ探し100」を

高松南倫理法人会 幹事
(株)11ネット不動産

礒村

北谷
書く事にした。それでわかったことは、夫婦は互いを
高めあう存在である。妻に対しどんなことも無条件
で返事をする。
「はい」の達人になる。無条件で相手
の言葉を受け止めることです。
好きな言葉は
「できるかできないかではなく、
やる
かやらないか！」
です。
人がいいと紹介してくれたものは、まず実践して
みること。そしゃくし、良ければ続けるしダメなら止
めればいい。
謙虚になれば出逢いがある。

副会長

正人

(一社)倫理研究所 法人レクチャラー
山口県倫理法人会 普及拡大委員長
(有)澤田測量事務所 代表取締役

誠

★1月23日
「薬剤師って、なんやねん!!」

地域貢献「清掃活動」

大人気！高松南の朝食

お世話になっている田村神社会館内の清掃をさせて頂きました。

高松南自慢の美味しい朝食は会員同士の手作りです。

みんなでいいね〜

幹事

勇雄

高松南倫理法人会 幹事
にしやま労務管理事務所

西山

路恵

★2月13日
「私が歯科医療において
大切にしている事」

食事担当スタッフ

高松東倫理法人会 会員
(株)鈴江 古高松薬局 代表取締役

鈴江

浩之

高松南倫理法人会
(有)大成造園

★1月16日
「倫理がくれたもの」

澤田

高松南倫理法人会 幹事
(株)あい介護サービス

会場：コンディトライ＆レスト シカ

高松南倫理法人会 幹事
ユニークスポーツマーケティング

上溝

★2月6日
「倫理との出会い
学び・実践・体験談」

経営者
の集い

応規

高松南倫理法人会 会員
かたぎり歯科クリニック 院長

片桐

幸大

★1月30日
「倫理とは？」
(一社)倫理研究所 参事 法人アドバイザー
愛媛県松山市倫理法人会 相談役
岡田印刷(株) アドバイザー

岡田

紀夫

1月23日撮影

5分間会員スピーチ

写真百貨

米谷

1月16日撮影

MS「12月達成賞」

好正

★2月20日
「大災害において知られざる裏側
凄惨な光景から学んだこと」

令和元年12月のモーニングセミナー達成賞を頂きました。

やりました〜

坂出市倫理法人会 会員
(株)坂出葬儀社 営業課長

宮本

2月6日撮影
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良平

高松南倫理法人会の年末イベント！

高松南倫理法人会初モーニングセミナー

年末恒例！餅つき

令和2年度 新年式

【日時】 12月26日(木) 2：30スタート
【場所】 田村神社会館
【参加】 73社（79名)

【日時】 1月9日(木) 6：00〜7：00
【場所】 田村神社会館
【参加】 75社（80名)

毎年恒例となった餅つきは、高松南ならでは
の名物行事です。いつもよりさらに早起きし
て、26日は2時半から餅つきスタート。
一年間お世話になった田村神社への鏡餅も
作り、出来上がったお餅はモーニングセミナー終了後、美味しく頂きました。
協力していただいた会員の皆様ありがとうございました。高松南は倫友の絆
を深める会です。未参加、未会員の方もぜひ一度参加してみませんか。

高松南倫理法人会の令和2年度最初のモーニングセ
ミナーは、新年式からです。
国家「君が代」斉唱からスタート、稲澤会長挨拶の後、
理事長年頭の挨拶の朗読。その後、役職者、会員の気合
いの入った決意発表がありました。最後は「夢はてしなく
」を斉唱して、甘酒で乾杯、新年式を終了しました。その
後美味しい食事会があったのは言うまでもありません。

！
ります
力が入

モーニングセミナー朝礼

↑チェックリーダー
内海 信一
香川県東讃地区地区長

新年式

よ
美味しい
つきたて

理事長年頭の挨拶の朗読

↑挨拶＆朗読 稲澤信幸会長

会員の決意発表

やった
るで〜

ます
入って
気合い
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・
・
会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・

リハビリテーション颯 高松

営業種目：従来のデイサービスにはない、大人のためのリハビリテーション施設

〒761-8052 高松市松並町938-1 タケダビル1階
TEL：087-864-3211 FAX：087-864-3212
mail：soutakamatsu@raifu-act.com

〒761-8031 高松市郷東町22-12
TEL：087-882-1009 FAX：087-881-7015
携帯：090-7577-2074
e-mail：a̲satosi@d8.dion.ne.jp

地域・社会の「人・街・気」を支えます

「本気・笑顔・感謝」の経営

初めましてよろしくお願い致します。土居祐輔と申しま
す。私は、令和1年11月から入会したまだまだ新参者です。
リハビリテーション デイサービスを運営しながら、身体の 作業療法士・介護福祉士
機能練習や残された人生掛けて取り組みたい目標を利用
土居 祐輔
者様と一緒に考え、実行で
きる環境調節を行っていま
す。最近は、介護に対する
情 報って沢 山ありますよ
ね。
体験談や情報誌など定
型的な制度の事から主観
的な介護の大変さなど内容
は多岐に渡ります。多くの
情報を選べる時代になって
ます。そんな中で本人の心
理や生きがいなどに焦点を
当てて、身体よりも心理面
や尊厳に対してどの位の情
報を取ろうとしているでしょ

きっさ おばあちゃん家

自動車の電気関係でお困りの方はご
相談下さい。会社はJR香西駅から線路
沿いに北に向かって約300ⅿの東側に
あります。創業から50周年を迎え軽自
動車から大型トラック・外車まで幅広く
対応させて頂いています。

営業種目：モーニング・ランチメニュー・軽食・ドリンク各種

取締役社長

赤松 諭
最近は「あおり運転」が社会的問題になりドライブレコーダー
の導入が急増しています。導入については社員さんが嫌な顔をし
ますが導入した会社からお話を聞くと事故が発生した時、事故
の原因が一目瞭然で解決が早いと聞きます。また、運転マナー
も向上するなどの効果もあります。いずれにしても社員さんを管
理するのではなく社員さんや会社を守る為に導入する事を説明
すれば理解して頂けると思います。
最後に父から会社を引き継ぎまだまだ勉強中ですが出逢いに
感謝し、100年へ向かって邁進して参ります。今後ともみなさま宜
しくお願い致します。
PS:現在、正社員募集中です！まわりにご興味のある方がいま
したら是非、ご紹介下さい。

うか。身体を動かす時に目標を意識
している利用者様がどれほどいて、そ
の目標が、その人にとってどれほど大
切であるのかを考えれる、そんな当た
り前の事を毎日突き詰めたいと思
い、毎日実践あるのみです。
倫理での学びを毎日実践できるよ
うに明朗、愛和、気動につきますね。
これからよろしくお願いします。

〒761-8084 高松市一宮町320-1 ピカデリーワキ102
TEL:087-814-4844

村井建設株式会社（TDホーム高松）

営業種目：各種建築工事

〒761-0101 高松市春日町1739
TEL：087-843-0011 FAX：087-844-1700
Mail：ke̲tada@murai-kk.co.jp
HP：www.murai-kk.co.jp

「居心地のいい空間を提供します」
1月に鴻上さんの紹介で入会させていただきまし
た。子供の頃からの夢をやっと実現する事がで
き、3月16日に喫茶「おばあちゃん家」をOPENす
る事になりました。ただ料理をすることが好きで、
おばあちゃん家に行ったように居心地のいい場

営業種目：自動車電装業、ナビ・ドラレコ・ETC取付、カーエアコン点検・修理など

有限会社 瀬戸内電装

「人と人の出会いを大切に！
そして感謝を忘れずに！」
店主

三谷 直美

所、年配の人や誰もが気軽に入れるお店を
開きたいと思ってました。
これからも、お店を手伝ってくれるお客様
に感謝する気持ちを忘れずに頑張っていき
ます。前進あるのみです。倫理法人会に参
加して、色々な方と出会え、勉強させて頂
き、入会してよかったと思います。今後とも
よろしくお願い致します。
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初めまして、私は高校卒業後、平成5
年に村井建設に入社し、現場監督として
16年間勤めてまいりました。平成21年に
代表取締役
先代より会社を譲り受け、早や11年が終
わろうとしています。私は営業もしたこ 多田 健一郎
とがない、もちろん経営の事なんて全く無知でしたので、最初
の数年間は会社って本当にあっという間に倒産するんだなっ
て恐ろしい体験をしながらも、とにかく会社を守るためにがむ
しゃらに動いてきま
した。その中で多くの
人と出会い、また助
けられたことには感
謝しかありません。
私生活では20歳
の時に結婚して3人
の子供が生まれ、廻
りの友達に比べても

早くからお金と自由のない生活を送ってきました。そ
んな背中を見て育ったはずの娘２人が20歳で結婚や
出産するとは．．．。
「 苦労はするのは分かっているが、
親のように早く楽しい家庭を作りたい」と言ってくれま
した。本当に嬉しかったですね。今でも若くして苦労を
すると周りの人が助けてくれます。日々出会う人を大
切に、そして感謝を忘れずにいて欲しいです。
そして仕事も同じです。ありがたいことに人と人の
繋がりで仕事の依頼がきます。それに対して感謝の気
持ちをもってお返しをすれば、また仕事として帰ってき
ます。令和になった今でも、お金も大事ですが、やはり
最後は人ですね。これから高松南倫理法人会で出会え
る皆様との時間を大切にしたいと思いますのでどうぞ
よろしくお願い致します。
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