会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

一般社団法人在宅療養ネットワーク
〒760-0068
高松市松島町2丁目12-4
TEL:087-802-2237
FAX:087-802-2238

地域の笑顔に支えられ
地域の笑顔を支えて
おかげ様お互い様の応援団！
私たちのミッションは、すべての人が社
会に参加して、すべての人が社会を変える
日常と社会生活をつなぐソーシャルネット
ワークの構築。地域に開かれた運営を通し
て、
「医療」
「介護」
「福祉」を誰かが抱え込
むのではなく、地域全体で支えあう未来を

香川県高松南倫理法人会通信

vol.40

営業品目：地域医療・介護・福祉
（訪問看護・療養通所・児童発達支援・放課後デイサービス・
生活介護・相談支援・計画支援・医療的ケアコーディネート）

2019年
7月1日発行

KIZUNA
発行／香川県高松南倫理法人会

目指しています。社会の構成人員の変化、家庭の
形の変化など変わりゆく社会の中で、
「 医療」
「介
護」
「 福祉」を通して、地域のコミュニティを形成
し、持続可能な支援システムを創造する。
代表
人と人のつながりを育て情報を生み、障がいの
英 早苗
有無、年齢、性差の別なく住民一人ひとりがそれぞ
れの社会に必要とされる社会創りに貢献。システムの拠点としての「地域
連携ハブ拠点」で、たくさんのｈａｐｐｙが生みだします。
私がいつも心掛けていることは、
「愛着形成」です。ご縁のあった方の良
いところ探しです。蛇口をひねる
と簡単にお水がでることが当たり
前のこの頃ですが、より良いもの
を造ろうと頑張っているからだと
思います。たった一人で成り立つ
仕事は一つもなく、人は一人で生
活しているわけでない、だから仲
良くしたい。どうぞよろしくお願い
いたします。

リフレッシュサロン peopeo
〒761-0104
高松市高松町
TEL:090-5275-7355

〒760-0080高松市木太町2702-1
(株)プロスパーサンダ内
tel.087-832-5265
fax.087-832-5266
mail:rinri-kt@shikoku.ne.jp
http://www.takamatsuminami-rinri.net/
▲モーニングセミナー会場：田村神社会館

営業品目：P.Ｅ.Ｏセラピー(痩身経絡)・小顔フロー石ゲルセラピー・ホルミシス泡セラピー・
経絡ヘッドセラピー・経絡タロット・セラピスト育成スクール 等

☆出逢いに感謝!!!☆
はじめまして。Ａ型山羊座のぞう元気印の
白川あゆみです。エステを始めて、16年。経絡
に出会って、10年。キレイになるには『健康』
でないと… そんなときに出会ったのが≪経
絡≫でした。
美と健康を実現、しかも‼結果はすぐ!!!
足で全身の経絡を繋げていくＰＥＯセラピー

▲令和最初の清掃活動（5月16日）

代表

白川 亜弓
とは『Porish Each Other』＝お互いに磨きあう。つまり施術を受ける側と
する側どちらもキレイになれちゃうというなんとも一石二鳥♪素敵なセラ
ピーなんです。お客様の驚く声、喜ぶ顔が本当に嬉しくて、志事が楽しくて
たまりません。
『我以外皆我師』
いろいろな人と出会う中で学び、気づきをいただく毎日。いつでも学ぶ心
を忘れずに、感謝は行動でかえす！人の喜ぶ顔が見たい。人の役に立てるこ
とを全力でしたい。遊びも志事も全力で！何事も楽しむことが、モットーで
す。カラダが元気だと、ココロも元気になる。ココロが元気だと笑顔が生ま
れる。みんなが笑顔になれる、そんな日常のお手伝いができたらいいなと
思います。出会いに感謝。好奇心旺盛です！最近は釣りにキャンプ、美味し
いもの大好き！見つけたらなんでも声をかけてください。これからよろしくお
願いします。
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▲月間単会1位やりました！（6月6日）

1

▲高松南MSのお楽しみ、元気もりもり朝食！（6月6日撮影）

香川県高松南倫理法人会
モーニングセミナー講話者一覧
★3月28日
「セカンドオピニオンの必要性」
高松南倫理法人会 会員
(株)イデアルライフ 高松支店長

古井

和貴

★4月4日
香川県後継者倫理塾企画
「たくさんのありがとう」
後継者倫理塾第1期生 本家建設(有)

小西

卓朗

「改めて決意した事」
後継者倫理塾第1期生
(株)11ネット・インシュアランス

齊藤

義政

★4月11日
「人を活かす組織作り」

★6月13日

★5月9日
香川県後継者倫理塾企画
「両親が託した言葉の意味」

一般社団法人倫理研究所 富士教育センター

後継者倫理塾第1期生

「経営者倫理セミナー」受講報告
トップバッターは武田樹市朗さん、父の手紙の中で、父の仕事の
廃業や、自分の仕事を14年もみんなの支えがあって続けてこれた
事。小西卓朗さんは、たくさんの人と関わって自分を見つけ直す時
間になったことが良かった。
溝渕邦子さんは、
リーダーになり、
沢山
の事をこなすことの大変さや、
グループ生活の重要さを学びました。
3人の講話はあっと言う間の45分でした。
ありがとうございました。

松嶋

後継者倫理塾塾長
(株)11ネット・インシュアランス

礒村
タケダ鍼灸接骨院

武田

樹市朗

本家建設(有)

小西

卓朗

安倫

(株)カラークリエーション

溝渕

邦子
★5月16日
「高松城天守閣復元の最新情報」

★6月20日

NPO法人高松城の復元を進める市民の会
理事・事務局長

香川県倫理法人会女性委員会企画

谷本

7人の「出張」なでしこ

義隆

★5月23日
「全個皆完の原理と企業経営」

女性委員会企画で他単会会員の7人のなでしこモーニングセミ
ナーでした。
テーマも
「私」
「私の仕事」
「幸せを呼ぶアンガ・マネジメ
ント」
「交通事故」
「自分を肯定することが、幸福度を高める」
「夫婦
愛和を目指して」
「恥だらけの人生ぶっちゃけます」とそれぞれの立
場や女性目線での人生感を聞かせていただきました。

（高松三木倫理法人会）

山路

静江

(一社)倫理研究所 参事 法人アドバイザー
ウインローダー 会長

髙嶋

民雄

5分間会員スピーチ

保

法人レクチャラー
(株)コアー建築工房

吉瀬
★4月18日
「未来をつくる倫理」

融

★5月30日
「倫理で夢が叶った!!」

(一社)倫理研究所 法人レクチャラー
徳島県倫理法人会 普及拡大委員長
(株)アワグラス 代表取締役

岸村

優仁

「塾生に教えられて」

高松南倫理法人会 会員
(株)たも屋 代表取締役

黒川

琴平バス(株)

（三豊倫理法人会）

岡田

憲作

彩音

（坂出市倫理法人会）

白川

友絵

（坂出市倫理法人会）

嵯峨根

真千子

（さぬき市倫理法人会）

三宅

由里恵

（さぬき市倫理法人会）

網

千代美

高松南倫理法人会 幹事
(有)アドバンテージ 代表取締役

（高松東倫理法人会）

菊地

千栄

髙橋

輝久

5分間会員スピーチ

大塚建設(株)

大塚

★6月6日
「何の為に実行（実践）
するかだって？
正しさを証明する為に
決まってるだろ！」

寿一

★4月25日
マーケティングプロデューサー
自身で体現した
「奇跡を創る５つのポイント」
プランニングusa

宮本

香川県倫理法人会
モーニングセミナー副委員長
四国アイティサービス（有） 執行役員営業本部長

代表

尾崎

享宙
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和憲

懇親会

【主催】一般社団法人倫理研究所・香川県高松南倫理法人会

倫理経営講演会

【日時】 5月22日（水）
講演会 18：00〜20：00 懇親会 20：20〜21：30
【会場】 田村神社会館 2階
【参加】 122名 懇親会69名

▲森勝一相談役挨拶

▲髙嶋 民雄 法人アドバイザー

▲吉瀬 融 法人レクチャラー

■事業体験報告
テーマ「苦難福門」
【講師】一般社団法人倫理研究所 法人レクチャラー
大阪府倫理法人会 会長
株式会社コアー建築工房 代表取締役

▲十河正信相談役乾杯

■講演
テーマ「大転換の時代-岐路に立つ-」
【講師】一般社団法人倫理研究所
法人局 参事 法人アドバイザー
株式会社ウインローダー 会長

吉瀬 融

35才で起業し、15年で15億と順調に会社を大きくされている
ように見えますが、その間には、不渡り・社員との隔たり。いろん
な困難を乗り越えてきたことが伺えました。ただ、お兄さんに出
してもらった500万があったので会社を潰してはいけないと頑
張ってこられた。御先祖さんのおかげかもしれません。

髙嶋 民雄

倫理との出会いまで、実体験の話を織り交ぜながら、話されま
した。4回の倒産の危機を迎えたが、人として正しい判断をして
きたことによって、今があること。 岐路である今、困りごとなど
を変化していく。キーワードとして、新たな展開をしていくことの
大切さを教えてもらいました。

▲細川修吾相談役中締め
4
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会 員 通 信 倫理の事、仕事の事、趣味の事・・・

大塚建設株式会社

Cosmic Sound Healing therapia セラピア

営業品目：各種建築工事

〒762-0001
坂出市京町二丁目4-28
TEL:0877-46-6666
FAX:0877-46-0835
mail:info@otsuka-cc.jp
HP:https://www.otsuka-cc.jp

〒761-8076
高松市多肥上町798-6
TEL:090-9774-2991
HP:https://www.therapia38.com/

心と体と魂の調律

地域に必要とされる
建築屋さんを目指して
会社は父である会長が坂出の地に設立して59年
になります。
住宅建築から始まり、店舗・施設・工場等の民間
工事、県市町発注の公共工事まで請け負わせてい
ただくようになりました。
建築屋さんのミッションは建物を通じて、人々に
しあわせになってもらうことです。

有限会社 ベストトータルオート

大塚 寿一
ご相談を受けた際は、目先の損得に目を奪われることなく本
当にお客様にとって良いことは何かを考えて提案するように心
がけています。
建物を引き渡ししたときのお客様からのありがとうの言葉は
当然うれしいのですが、10年後20年後のありがとうの言葉をい
ただけるようになるのが目標です。
社員、家族、お客様みんなが幸せになれる会社を作り、地域
に必要とされる会社経営に努めます。
個人的に趣味と呼べるようなものはなく、しいて言えばデジ
タル物の新しいモノ好きくらいでしょうか。3年くらい経つとガラ
クタが山になっています。あと妻の影響でクルマも好きです。愛
車は10年落ちのタントとバッテリーの上がったＢＭＷです…(笑
今後とも倫理マイスターの皆様に教えを乞いながら精進いたし
ます。

営業品目：自動車販売. 整備.鈑金修理. 移動販売車製作 自動車に関わる業務

販売方法が変わってから、商談中に仕事以外のことを話す事
がとにかく多いので趣 味が合ったりするお客様と一緒に休日早
朝から釣りをして過ごしたり、全く興味の 無かったことをしたり
する事も有ります。
仕事とプライベートすべてに御縁
御飯食べたり、イベント行ったり、お客
様の友達の誕生会行ったり、
一緒に納車
私はベストトータルオートに勤めています。かれこ
し たり本当に仲良くしています。
れ26年になります。私どもの販売方法は、ほぼ紹介
そこには出会いがあり、その先にはま
口コミの注文販売です。ある時それまでの展示車を
た出会いがあります。出会いの連鎖の分
お客様に買って頂くだけの販売方法で良いのかと疑
だけ御縁があります。その連鎖を大切
問に思い注文メインの販売に切り替えました。
に、仕事にプライベートに楽しんでいける
今は注文に合った商品を探すのではなく、お客様
よう頑張っていきます。
と一緒に車を探すスタイルですの でほんとに良く話
美濃 隆幸
します。
お客様のライフスタイルに合った車を探すために
仕事、特に趣味について話すため 購入していただく
頃 に は 仲 良く
なっている事が
多いです。話し
てるうちに、当
初の希望車 種
と 違った 車 に
出 会 い 購 入さ
れる方もおられ
ます。
〒761-1701 高松市香川町大野39
TEL:087-889-0080 FAX:087-888-0960
mail:info@besttotalauto.jp
HP:www.besttotalauto.jp
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音叉やクリスタルボウルを使って、癒し、ヒーリン
グサロンを運営しています。
私達の身体のまわりにある、エネルギーフィールド
に音を響かせてバランスを整えたり、チャクラと呼ば
れる、エネルギーの放出ポイントを活性、バランシン
グしたり、また、経絡や体の特別なポイントに、直接
音叉の振動を入れる事で、体の中から浄化、クリアリ
ングを促して、バランスの回復を図っていきます。人
はだれでもそれぞれ固有の周波数を発しています。
この元々の周波数が、様々な要因(ストレスや電磁
波、添加物)によ
り歪み、ズレが生
じてきます。この
歪み、ズレが、心
や体の不調に繋
がってきます。
そこで、この周波
数の歪みを、音叉

末包 宏樹

株式会社イデアルライフ

の様々な周波数を使って、もとに還れるよう
にスイッチを押していくようなイメージです。
音のヒーリングサロン以外にも最近では、
TSUMUGU 〜ツムグプロジェクト〜という、
未来の地球や子供達に、素晴らしい文化や
伝統、芸術を紡いでいくというプロジェクトを
立ち上げ、9月にはイベント開催も決まってい
ます。
また、産前産後のお母さん達に寄り添う〜
光〜 yorisoiケアハウスの立ち上げにも関わら
せて頂いています。

営業品目：財務コンサルティング・資産運用・保険業務・
予防医療業務・各種セミナー業務

〒761-8071
高松市伏石町２１３７-３
TEL：087-814-6855
HP：https://ideal-life.co.jp/

明日、死ぬかのように生きよ
永遠に生きるかのように学べ
私は広島県の出身で、10年前から高松市に
移り住む事になりました。妻は小学校の同級
生、子どもが4歳と1歳の家族4人で生活をしてい
ます。学校卒業後7年ほどの企業勤めを経て、
現在の仕事である金融業に転職したのは、妻
や両親の大病がきっかけでした。当たり前の
日々が崩壊する経験を積ませてもらい、
「 悔い

営業品目：音叉ヒーリング・クリスタルボウルヒーリング・
音叉×エステ フェイシャルトリートメント

高松支店長

古井 和貴
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のない人生を」これがテーマとなり、具体的に
「もしも余命１年と宣告されたら」と常に意識
をして生きています。
最初のタイトルは、ガンジーの名言です。
仕事では、証券や保険などを活用し、資産
形成の方法や、医療に関する情報を通して病
気の予防や病気の早期発見法などをお伝えし
ています。
それは未来のためではなく、未来を不安視
して今を精一杯楽しむ事ができ
なくなる事を防ぐため。最近で
は幼児からを対象としたマネー
スクールにも携わり、金融教育
そのものに力を入れ始めまし
た。
趣味に音楽活動があります。
定 期 的 に 学 校 やグル ープ
ホームなどで歌わせて頂いた
り、街中でLIVE活動を行なって
います。自作の歌を喜んで聴い
て頂いた時は本当に幸せです。
これからも家族共々宜しくお願
い致します。

