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「子どもたちの味方になる！」

敏串光
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会長 黒川

頃は人生の中で一番の苦難の連
続でしたが、それも今は何とか目
途もたち再度改めて、再入会させ
て頂きました。
多くの皆様と出会い、講話を伺
い、自分自身の実践を重ね、皆様
との様々な付き合いの上で大き
な影 響を受け現在も心に残って
おり、改めて再度の入会となりま
した。皆 様、至りませんがどうぞ
今後とも宜しくお願い致します。
有難うございました。感謝。

肉体は心の容れ物であり︑心のあらわれです︒また︑病気は一般に知られている原因の奥

川西 修

に︑真の原因があります︒心の不自然なゆがみや偏りが︑肉体に赤信号としてあらわれてい

「物づくりこそが天職」

るのです︒朗らかで豊かなうるおいのある心は︑病気を治癒するほどの力をもっています︒

ゴールド工芸製作所

肉体は精神の象徴︑病気は生活の赤信号

野田 美紀

〒761-8084 高松市一宮町1860-12
tel:087-885-2177
mail:info@goldcraft.co.jp
HP:http://goldcraft.co.jp/

皆様、再入会の(株)ゴールド工芸製作所代表
取締役川西修です。
今後とも改めて宜しくお願い致します。私は現
在65歳妻、猫3匹と暮らしております。仕事は製
造業です。ホームページ「ゴールドクラフト」で検
索ご覧ください。
毎日コツコツと少人数で物づくりに励んでお
ります。写真の通りです。私は2010年に南倫理
法 人 会に入 会さ
せて頂きました。
入会当初より、朝
礼委員長、その後
事務長、副会長等
を拝 命させて頂
きました。入会の

疾病信号

▲モーニングセミナー会場：田村神社会館
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株式会社みのり塾
〒761-8076 高松市多肥上町684-16
tel:087-889-7533
mail:info@noda19.com
HP:https://noda19.com

自宅で開業した「野田塾」は現在仏 生山に店
舗を構えて営業しています。
高校 受 験を目的とした中学生向け個別指導
塾です。
「 最後に行き着く場所でありたい」と受
験生を丁寧かつ精一杯にサポートしています。
昨年夏からは「子ども瞬読教室」も開講。速読の
一種である瞬読が学べるのは中四国でもここ
だけとあって遠くからも生徒が通っています。習
得すると、本１冊5分ほどで読めてしまいます。
倫理法人会ではモーニングセミナーなどで沢
山お勉強させていただいております。夏に参加
した家族交流会ではとても楽しませていただき
ました♫いつも有難うございます。今後ともよ
ろしくお願い致します。
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「絆そして皆、輝く !」

令和 5 年度、高総南倫理法人
会 9 代田会長を拝命説しまし
た黒川敏串光〈たもつ〉です。
初代会長から引き継いでい
る「絆」を元に会員の皆さまが、
学び、実践していただき、そし
て笑顔で元気になり、倫理法人
会に入会してよかったと少し
でも感じてくれて皆さまが輝
くように役識者の皆さんと単
会を盛り上げていく所存です。
1 年間どうぞよろしくお願い
します。

編集：香川県高松南倫理法人会 広報委員会
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「法人税調査の着眼点」
さぬき市倫理法人会 会員
船井孝行税理士事務所 税理士

船井 孝行

■6月23日（木）

■8月18日（木）

「働きやすい職場づくりによる「健康経営」を目指して

最後のモーニングセミナー
令和4年8月31日で、三好正人会長と山本誠一郎専任幹事が、2年間務
められて退任されました。誠実で強いリーダーシップで会をまとめ、大き
く成長させて頂きました事に、心から感謝申し上げます。新任役員一同、
恩返しとして更なる拡大成長をお約束致します。お疲れ様でした。

「守る、正す、拡める」

〜パワハラ防止措置の具体策〜」
株式会社産業心理研究所

2年間お疲れ様でした!

■8月4日（木）

毎週木曜日に学ぼう!

代表取締役

(一社)倫理研究所 法人レクチャラー
香川県倫理法人会 事務長
四国アイティサービス有限会社 執行役員営業本部長

塚元 千恵美

尾崎 和憲

■6月30日（木）

■8月25日（木）

「我、今、何をなすべきや！」

「希望は心の太陽（大丈夫）」

善通寺琴平倫理法人会 専任幹事
株式会社SEISAN 代表取締役

高松南倫理法人会 会長
株式会社三好石材 代表取締役社長

川崎 真喜雄

三好 正人

■7月7日（木）

おめでとうございます
年間皆勤賞

■9月1日（木）

「私が変われた訳」

「令和5年度三役挨拶」

高松南倫理法人会 幹事
株式会社11ネット・インシュアランス

〈会長〉
たも屋

齊藤 義政

黒川 敬申光

■7月14日（木）
「苦難福門」

〈専任幹事〉
有限会社瀬戸内電装

(一社)倫理研究所 法人局 参事 法人アドバイザー
島根県倫理法人会 相談役
株式会社サンキ 会長

赤松 諭

森脇 慎一

★5分間会員スピーチ

〈事務長〉
株式会社ファーストライン

(有)ベストトータルオート

渡邊 恵子

美濃 隆幸

■7月21日（木）

■9月8日（木）

「秋津書道を学んで」

「易不易（商道と商法の同時追及）を学んで40年」

東かがわ市倫理法人会 事務長
RYO Creative 所長

(一社)倫理研究所 参事 名誉法人アドバイザー
株式会社ソルベックス 代表取締役会長

赤山 芳隆

藤原 忠生

★5分間会員スピーチ

■7月28日（木）

岸川 俊大

善通寺琴平倫理法人会 幹事
株式会社川上板金工業所
カルチャーセンター長

■9月15日（木）

三宅 崇博

「喜働の実践で「踊るように人生を」」
丸亀市倫理法人会 幹事
夢叶∞ペコラ・ティゴラ

木下 由美
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新入会員オリエンテーション
【日時】7月15日（金）18：30〜19：30
【場所】ホテルマリンパレスさぬき
【参加】30社30名
【講師】高松南 第7代目会長 稲澤 信幸 監査

株式会社フェルテ

「記憶に残らなくても人格に残る」

倫理法人会と倫理研究所の基礎的なことをしっかりと教えていただきました

新入会員対象のオリエンテーションが
行われました。三好会長の挨拶の後、高
松南7代目会長の稲澤 信幸 監査より、倫
理研究所の事業説明がありました。倫理
法人会の歩み、目的、活動指 針、会員心
得、会費のゆくえなどの説明があり、モー
ニングセミナーの大切さをお話しいただ
きました。その後、西山路恵副専任幹事
より、高松南の行事説明などがあり、新
入会員の10名様には、わかりやすいオリ
エンテーションになったと思います。

松本 秀樹会員

四宮 光花会員
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藤原 千恵美会員

十河 正信 相談役

高松南、年に一度の大イベント!

私 の 趣 味
紹
介

家族交流会
【日時】8月7日（日） 12:00〜14:00
【場所】アールベルアンジュ高松
【参加】34社45名

琴平バス株式会社
〒766-0003 香川県仲多度郡琴平町五條1045-1
tel:0877-73-3331 fax:0877-73-5946
mail:kusunoki@kotobus.com
HP:www.kotobus.com

三好会長の音頭で「乾杯！」

今年は海の見える高級リゾートホテルさながらの
アールベルアンジュ高松のお部屋で、食事会を開催
しました。会長の乾杯でスタート、余興ではビンゴ
ゲームもあり、豪華景品が出ました。
食事会は会員やその家族とのふれあいの場とな
り、とてもいい交流ができたと思います。食事会の最
後は次期黒川会長の一本締めで終了しました。参加
していただいた会員様、ありがとうございました。

「無趣味…強いて言えば、F1観戦」

美味しい料理！

受付風景

ある意味で仕事（観 光 業）が趣味みたいな感じ
で、
「趣味は何ですか？」と問われるといつも困って
今では欠 か
しまいます。
楠木 泰二朗 たことをきっかけに、
さず見るようになりました。応援し
強いて言えば、最近は「F1観戦」と答えています。
たくなる対象、その日が待ち遠しくなる趣味があるって
子供の頃、セナ･プロ時代＝マクラーレン・ホンダが
大事ですね。
活躍していた時代に好きだったのですが、その後
※注：コトバスはいつも安全運転です！(笑)
は興味を失って関心を持つことなく過ごしていま
した。
2015 年にホ
ンダがF1に復帰
し、マクラーレン
と再タッグ を 組
む と い うニ ュー
スを 偶 々見 かけ

アールベルアンジュ高松の中庭
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家族会の最後に全員で集合記念撮影!

和幸こども食堂
〒761-1705 高松市香川町川東下313-1
tel:090-1323-9295
fax：087-879-4010

「貧困の子どもたちを守る」
ある日新聞で「人口の7人に1人の子供が三度
の食事も十分に摂れない貧困層である」との記
事を読み、こんな豊かな日本に三度の食事がま
まならぬ子供達がいる事に衝撃を受け「何とか
しなくては」との思いが日に日に募り、2021年
8月から自分のお店「和幸」で、こども食 堂をス
タートしました。チラシを地域の小、中学校に配
布しレストラン和幸のお客 様にもお願いして、
食料品、学用品、生 理 用品、靴、服、カバン、おも
ちゃ、本等の寄付のお願いをしました。食事と共
にプレゼントしています。
開設にあたり、香川教区栄える会や地域の高
松東ライオンズクラブから支援をいただいてい
ます。また大勢のボランティアで支援をしてくだ
さる人 達もおられ、看板や西村ジヨイ様よりテ

デジタルビンゴゲーム！

細井 香
ントなど一式をプレゼントしてくださる方もおられて感
謝しています。開設当日は、多くの地域の方々のご支援を
いただき運営に弾みがつきました。感謝のかぎりです。
こども食堂は、お店の定休日を利用して第1・第3の火
曜日午後3時から6時までお店を使って食事を提供して
います。どなたでも無料です。この事がＮＨＫの目に留ま
り、昨年11月に取材を受けました。中国・四国地域でご紹
介いただきましたところ、その後びっくりするほどの子
供達が来店してくれました。たくさんの人 達の温かいご
支援に心から感謝しています。

黒川次期会長の音頭で「一本締め」
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電工社エンジニアリング

株式会社

〒761-1406 高松市香南町西庄248番地1
tel:087-879-0808 fax:087-879-7888
mail:info@denkosya.net

「献血と洋食屋さん巡り」
これといった趣味は無いのですが、しいて言
えば1つ目は献血ですね。大学生の時に初めて
献血をしてから、もう70回を超えました。目標
は100回です。只、現在は年間3回までと制約
がある為、100回を迎える時は60歳を超えて
います。最近、献血をする方が減っていて、そこ
にコロナが来てさらに減少しています。現在、
全ての血液が不足しているようです。皆様のお
力越えを頂けれ
ば幸いです。
さて、もう1つ
は洋食 屋さん巡
りです。こう見え
て 私 、洋 食 が 大
好 き な んで す 。

11ネット不動産

〒761-8031 高松市郷東町3-1 中原ビル3階
tel:087-880-3446 fax:087-880-3447
HP:https://www.11-netfudosan.jp/
Mail:info@11-netfudosan.jp

「私の趣味？」

十河 孝浩
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日曜日に妻と2人で
香川県 内にある1度
も行ったことがない
洋食屋さんを探して
いま す。昭 和レトロ
感満載のお店を見つ
けるとウキウキして
し ま い ま す 。メ
ニューで一番推しは
ナポリタンです。

私の趣味？は、レグザムスタジアムから県 道
16号線で大崎の鼻、乃生岬を超え林田町まで
のドライブをすることです。
もともとは香川県でworkation(work+vacation :オフィスを離れ、休暇を過ごしながら働く
こと)向け住宅仲介事業を考えていて、瀬戸内海
に近い景色の良い場所を探していました。
王越方面に海沿いで走っていたところ亀水町

を通ったとき、のどかな田園風 景が
見え、かつ海にも近く移住 先に良い
のではと思いました。大 崎 の鼻に到
着すると大槌島、小槌島が見え、夕日と潮の流れの美し
く、その風景を写真に収めました。さらに乃生岬を過ぎ
ると今度は夕日をバックにした美しい瀬戸大橋が見えま
した(写真を取りに来ている方も多い場所です)。その後、
このコ ース が 気 に 入
り毎 週 のように行く
時期もありました。み
なさんも近 場でお気
に入りの場所(コース)
を 見つけてみてはど
うでしょうか。

礒村 諭治
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株式会社コーナーフィールド

きっさ おばあちゃん家

100円自動販売機

〒761-8084 高松市円座町1731-1
tel：090-8957-9089

〒761-8011 高松市香西北町550-3
tel:090-2896-4124

「私の趣味はスポーツと料理」

「私の趣味は、陸から釣る投げ釣りです」
大物を狙いに四国一円釣りトリップに行っています。狙う
魚は、クエ、真鯛、クロダイ、コロダイ、ヘダイ、アマダイ、カワ
ハギ、キス、カレイ等大物を探して四国一円釣りに行ってい
ます。全国組織の全日本サーフキャスティング連盟に所属し
て全国のトップキャスターを目指しています。
平日の夜は、週三回バトミントンをして、汗をかいていま
す。来年は45歳以上のシングルの大会に出ようと日々練習
しています。
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体を動かすのが好きで、スポーツ少年団
でバレーをしていました。高校・職場・ママさ
んバレー、ずーっとバレーをしていました。

角野 智昭

三谷 直美
三重県に居た時はゴルフに行っ
てました。こっちに帰って病 気に
なるまではよく練習にも行ってま
した。
あと、料理です。好きがこうじて
子 供 の頃からの 夢を開くことが
できました。
バレー やゴルフはで きません
が、料理はこれからも、もっと挑戦
していきたいですね。
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