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　昨年度は愛媛県倫理法人会が誕生して 30 年が経ち、
一般社団法人倫理研究所より丸山敏秋理事長、松本
真志方面長、泉憲治副方面長をはじめ県内外の会員
の皆様と共に、設立 30 周年記念式典を盛大に執り
行うことができました。関係各位には、あらためて
感謝申し上げます。ふり返りますと、式典を成功さ
せるべく「設立 30 周年記念式典実行委員会」を発足さ
せ、委員長には稲見勇喜夫県相談役に、副委員長には中岡
富茂幹事長と吉井久典事務長にお引き受け頂きました。稲
見委員長と吉井副委員長は、ちょうど 10 年前の設立 20 周
年記念式典を成功させた経験もあり、私的には「 満を持し
ての登場」という思いでした。委員会運営は「組織構成・
打ち合わせ・記念事業の実施・資料収集・記念誌作成、式
典と祝賀会の次第作成・行程管理など等」ここでは書きき

　会員の皆様におかれましては、益々ご清栄のことと
お慶び申し上げます。また、平素は倫理法人会に深い
ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございま
す。更には、中予地区活動におきましても、ご家族
の皆様のご参加ご協力に心から感謝申し上げます。
　さて、平成 31 年度法人局活動方針は、「地球倫理
の推進」と「日本創生」の二大スローガンを実現する
ため、本年度も「更なる“新”に挑む」となっています。
また、倫理法人会スローガンは、昨年同様「企業に倫理
を、職場に心を、家庭に愛を、内外拡充7万社、日本創
生やり抜こう」と定められています。私達がまず取り組
まなければならないことは何でしょうか。それは「組織
の充実・強化」に他ありません。①100社以上の資格を
満たしている単位倫理法人会は、更なる活性充実を目指
す。②設立後、100社を割っている単位倫理法人会は資
格復帰を最優先に取り組む。この二つは「法人局活動の

　丸山創始者は特に「信」という言葉を大切にし、この第15条で信を深
く掘り下げて皆さんに信がいかに大切かを教えました。練習という言葉が
ありますが、練習をすることによって信念をつけること、信念を練り固め、
練り上げる、きっと出来るぞ、きっとやるぞと動かぬ信念がそのことを成
就させると解説しています。また、こういう格言があります。「信ずるが
故に神あり」信ずる人には神が現れる、故に「信は力なり」とも言います。
また、「士は己を知る人の為に死す」（史記）と言った。知るとは信ずるこ
とである、心の底から信じてくる人には嘘をつくことが出来ぬ、信ずる人
をごまかすことは出来ぬとも言っています。
　事を成す根本の力は信念である。決心の強いか弱いかによって、仕事の
成否が決まる。決心という言葉があるが、ちかい（誓い）という言葉もあり、
これは信念を固めることをいう。祈りという言葉は、神にすがって信念を

れない程の質と量です。また、式典の直前には県内に
甚大な被害をもたらした 7 月豪雨災害が発生し、式
典の内容変更や 2000 社という目標数への影響を勘
案しながらということもあり、式典の成功裏には、
実行委員会をはじめ各単の努力と協力の結集があっ

てのことと、たいへん感謝しております。しかしな
がら、こういった出来事を通じた経験を後世に伝える

ことに加え、それぞれが家庭に、職場に、地域に活かさな
ければ意味を成しえません。我々倫理法人会の会員は、法
人局の方針やルールに則った中で、個々の倫理観の樹立が
求められます。今年度の県スローガンである『生』。皆さ
んはどんな『生』でしょうか。私は皆さんと共に「今ここ」
を意識した、より良い『生』き方をしたいと心より願って
います。

重点」になっており、中予地区活動計画書にも掲げて
います。愛媛県の事業や中予地区の事業に積極的に
参加をしていただき、役員間のコミュニケーション
を図り組織強化に取り組むこと。各単位倫理法人会
の組織強化ができない限り、愛媛県倫理法人会の組

織強化はありえません。県と地区そして各単会が一
つになり強固な組織になることが重要です。各単会の

会長を支える専任幹事を初め多くの役員の皆様がそれぞ
れの立場でリーダーシップを発揮していかなければ組織
強化は進まないと思います。これは会社経営と同じでは
ないでしょうか。社員全員が同じ方向を見据え目標に向
かって取り組まなければ会社の発展はないでしょう。
　結びに、各単位倫理法人会の会長の皆様を初め役員の
皆様の日頃からのご尽力に感謝を申し上げるとともに会
員企業の発展とご家族の皆様のご多幸を心からご祈念し
て御挨拶と致します。

確立するのであり、祈るときすでに成就したものと思えと言っています。
また、一般の人の考えと違った考えも教えてくれています。悪人だから
信ずる、信ずるから悪をしないとも丸山創始者は言っています。それは、
信は動いて愛となると言っています。この考えに似ているのが次の考え
方です。憂えるのは疑うからである。あぶないから憂えるのではない。憂
えるから失敗する、憂えるからあぶない、病気は恐れ憂えるから長引く、
重くなる、事業は憂えるから崩れる、農業のような自然力によった仕事で
も憂えるから実りが悪くなる。
　憂えるの反対は喜ぶことである。希望に燃えること、信ずることである。
すなわち物事をする前から心配しないで喜んで行うと、必ず良い結果が出
ることである。倫理は、やる前から心配せず喜んで行動する。先に心配し
ないでやってから、結果を見ることである。
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日時／毎週木曜日 6:00 〜 7:00
会場／リーガロイヤルホテル新居浜
　　　  新居浜市前田町 6-9
　　　  TEL 0897-37-1121

日時／毎週水曜日 6:00 〜 7:00
会場／ウェディングパレスふじ
　　　  新居浜市高木町 3-2
　　　  TEL 0897-34-2211

日時／毎週火曜日 6:30 〜 7:30
会場／ホテルグランフォーレ
　　　  四国中央市三島朝日 1-1-30
　　　  TEL 0896-23-3355

日時／毎週水曜日 6:30 〜 7:30
会場／西条商工会議所東予支所
　　　  西条市周布 220-2
　　　  TEL 0898-64-5000

日時／毎週金曜日 6:30 〜 7:30
会場／西条商工会館
　　　  西条市朔日市 779-8
　　　  TEL 0897-56-2200

日時／毎週月曜日 6:30 〜 7:30
会場／ホテルグランフォーレ
　　　  四国中央市三島朝日 1-1-30
　　　  TEL 0896-23-3355

日時／毎週水曜日 6:30 〜 7:30
会場／今治国際ホテル
　　　  今治市旭町 2-3-4
　　　  TEL 0898-36-1111

日時／毎週火曜日 6:30 〜 7:30
会場／ホテルマイステイズ松山
　　　  松山市大手町 1-10-10
　　　  TEL 089-913-2580

日時／毎週金曜日 6:30 〜 7:30
会場／ANA クラウンプラザホテル松山
　　　  松山市一番町 3-2-1
　　　  TEL 089-933-5511

日時／毎週水曜日 6:30 〜 7:30
会場／ANA クラウンプラザホテル松山
　　　  松山市一番町 3-2-1
　　　  TEL 089-933-5511

日時／毎週木曜日 6:30 〜 7:30
会場／ANA クラウンプラザホテル松山
　　　  松山市一番町 3-2-1
　　　  TEL 089-933-5511

日時／毎週金曜日 6:30 〜 7:30
会場／ウェルピア伊予
　　　  伊予市下三谷 1761-1
　　　  TEL 089-983-4500

日時／毎週水曜日 6:30 〜 7:30
会場／宇和島第一ホテル
　　　  宇和島市中央町 1-3-9
　　　  TEL 0895-25-0001

日時／毎週水曜日 6:30 〜 7:30
会場／東京第一ホテル松山
　　　  松山市南堀端 6-16
　　　  TEL 089-947-4411

日時／毎週土曜日 6:30 〜 7:30
会場／見奈良天然温泉利楽
　　　  東温市見奈良 1110
　　　  TEL 089-955-1216

日時／毎週水曜日 6:00 〜 7:00
会場／愛媛舗道会館
　　　  大洲市中村 231
　　　  TEL 0893-24-2155

日時／毎週木曜日 6:30 〜 7:30
会場／砥部町商工会館
　　　  伊予郡砥部町大南 394
　　　  TEL 089-962-2148

日時／毎週火曜日 6:30 〜 7:30
会場／センチュリーホテルイトー
　　　  八幡浜市天神通り 1
　　　  TEL 0894-22-2200
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単会別モーニングセミナー情報

モーニングセミナーでは、地元はもちろん県内外を問わず、様々なジャンル
で活躍されている方々を講師にお迎えして、早朝から学んでいます。多くの
人々に元気や勇気、そして感動を与えてくださるお話ばかりです。ひとりで
も多くの方に聞いていただき、明日への活力になれば大変うれしく思います。

平成 31 年度 愛媛県倫理法人会スローガン

『生（せい）』 ～いざ出発！愛媛県倫理法人会設立 40 周年に向けて～



  新居浜市宇高町 1-3 カーサフェスティーナ 1F
  TEL 0897-32-0010

  新居浜市西の土居町 1-8-2
  TEL 0897-37-0615

  四国中央市川之江町 231
  TEL 0896-58-2777

  今治市共栄町２丁目 2-41
  TEL 0898-22-0351

　私が倫理法人会に入会したきっかけは、自営
業をしている父親に誘われて何気なく付いて
行ったことでした。初めは周りの方々が目上の
人ばかりで戸惑っていましたが、皆優しく接し
てくださり、自分が悩んでいた仕事に対する姿
勢や在り方への助言をして頂きました。
　それからあっという間に 2 年が経ちますが、
毎週様々な方々の講話や万人幸福の栞を拝聴しながら、今までの自
分の考え方や生き方にヒントを与えてもらっております。しかし、
いまだに完璧に実践することは出来ていませんが、常に意識し続け
ることで、10 回のうち初めは 1 回、2 回、次は 3 回、4 回と少しずつ
ステップアップしていこうと心掛けています。
　現在は新居浜市で「健康道場 Keep On」というお店を営業させて
頂いております。内容は特殊マシンの使用と手技によってマッサー
ジやストレッチを施し、硬くなっている筋肉を伸展、屈曲させるこ
とにより柔軟性のある体作りを目的に怪我の防止、スポーツパフォー

マンスの向上、健康寿命の延長等
を手助けさせて頂いております。
　これからも仕事や日常生活でも
大小様々な悩みや壁に行き当たる
でしょうが、倫理法人会での学び
を活かして乗り越えていきたいと
思います。

　「我々はお墓職人。墓石を売るだけでなく、
お施主様と共にお墓を守っていきたい」。
　1965 年創業の竹原学石材の三代は熱く語って
くれた。石材加工で有名な愛知県岡崎市での修
業後、昨年春に帰郷し家業入り。「お墓は自分
や家族の存在意義を再認識できる、最高の人間
教育の場」が持論で、自身も毎週、お墓参りに
赴いている。「仕事が雑になっていないかなど、

自らを見つめる機会にもなる」と、お墓と供
養の重要性を説く。
　竹原学石材のお墓づくりには３つの特長が
ある。「お墓は家族の最終的な心の拠りどころ」
とし、特殊な耐震器具を使い、震度 7 クラス
の地震でも倒壊しない施工を行う。

　墓石に彫刻する文字はパソコンの書体を使わず、市内唯一の石書
家による手書きにこだわる。
　さらに、建てて終わりではなく、石が変化しやすい最初の 10 年間
は無償でクリーニングとメンテナンスを行い、墓守の一員として顧
客に寄り添う。数
百年にわたり脈々
と受け継がれてき
た「お墓参り文化」
の継承も含め、お
墓職人として日々
精進致します。

　昭和 32 年より自動車整備や販売を手掛けて
きた株式会社マルタニは、創業 60 周年を迎え
ました。平成になってからは国産車だけでなく、
輸入車にも力を入れ、アメリカのシボレーとハ
マー、平成 18 年からはイギリスのロータスと
ケータハムのディーラー権を取得、中四国から
多くのお客様が来られております。お客様は十
人十色、お一人お一人のご要望をうかがって、安心、納得、便利を

提供がマルタニの理念
の一つ。
　倫理法人会への入会
は 平 成 16 年 8 月。 入
会当初から職場の教養
を活用した朝礼を行い、
当初はなかなか出られ

ていなかったモーニングセミナーへも平成 25 年頃から欠かさず出席
し、毎週勉強をさせていただいております。今では自主的に 2 名の
スタッフもモーニング
セミナーへ参加してお
り、より良い職場環境を
作れるよう活動をして
おります。

　28 年前より、二十四節気と称される四季の移
ろいを表現した料理を提供させて頂いておりま
す。昼席では女性のお客様を中心に、お点心　
宵席ではお接待で懐石料理を日曜日には結納が
行われる事もあり、特別な日のご利用が多い為、
素材の旬はもちろん、器や設えにも気を配り日
本の心をゆっくりお楽しみ頂けるよう努力して

います。お陰様で
ミシュランにも掲載されました。
　倫理法人会に入会したのは５年半前
です。当時スタッフの事で悩んでおり、
相談した方に万人幸福の栞を渡されど
こでもいいから読んでみろと。開いた

所は 9 条でした。読んでみると、本当にそうだよなと妙に納得しま
した。その後、誘われてもいないのに急いで入会しました。入会申
込書まだ持ってきてくれないの ? と、急かしたほど（笑）。
　入会して思うのは、倫理は実践が全てという事です。立った後イ
スを直すとか、繰り返す事で身につきますよね。例えが良いかわか
りませんが、人間 1 週間で垢がつく。モーニングセミナーは、それ
を週に一度リセットする機会になってい
ます。あと、早朝というのも僕にとって
都合が良かった。仕入れ前に、行けます
からね（笑）。
　これからも講師先生の色々な話を聞き
ながら倫理（みち）を深めていきたいです。

 健康道場 Keep On  有限会社竹原学石材

会員企業紹介

 株式会社マルタニ  ㈱国際観光美賀登 四季の味はな亭

新居浜市 新居浜市

四国中央市 今治市

代表
兵頭 隆介さん

新居浜市倫理法人会
MS 副委員長

竹原　潤さん

新居浜市倫理法人会

谷　裕二さん

四国中央市倫理法人会
専任幹事

菅波 良一さん

今治市倫理法人会
普及拡大副委員長
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地球倫理推進賞受賞者である高山氏
が、「カンボジアに学校を建てよう
募金」を行っています。
※�ご興味のある方は、松山北の兵頭
会長までご連絡ください。

単　会 開　催　日 時　間 会　場

伊予市 ２月   ７日（木） 18:30 〜 20:00 ウェルピア伊予
西条西 ２月 19 日（火） 18:00 〜 20:00 （未定）

大洲喜多 ２月 19 日（火） 18:00 〜 20:00 にし川
四国中央市宇摩 ２月 22 日（金） 18:00 〜 20:00 ホテルグランフォーレ
新居浜市 ２月 27 日（水） 18:00 〜 20:00 ユアーズ
東温 ３月   ８日（金） 18:00 〜 20:00 見奈良天然温泉 利楽
四国中央市 ３月 11 日（月） 18:00 〜 19:45 ホテルグランフォーレ
松山市中央 ３月 12 日（火） 18:00 〜 20:00 ANAクラウンプラザホテル松山
松山市 ３月 18 日（月） 18:00 〜 20:00 ホテルマイステイズ松山
新居浜別子 ３月 19 日（火） 18:00 〜 20:00 ㈱グラッツェふじ
松山にぎたつ ４月 11 日（木） 18:00 〜 20:00 ANAクラウンプラザホテル松山
松山伊予 ４月 17 日（水） 18:00 〜 20:00 時の名所 ふなや
今治市 ４月 23 日（火） 18:30 〜 20:30 今治国際ホテル
松山北 ４月 23 日（火） 18:00 〜 20:00 東京第一ホテル松山
宇和島市 ５月 14 日（火） 18:00 〜 19:50 サブライムホール
西条市 ５月 16 日（木） 18:00 〜 19:35 ベルフォーレ西条
砥部 ５月 22 日（水） 18:00 〜 20:00 砥部町商工会館
八西 ５月 27 日（月） 18:00 〜 20:00 八幡浜センチュリーホテルイトー

平
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度
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　朝礼に関する基本マスター研修を実施
しました。朝礼が活性化すると、モーニ
ングセミナーも活性化します。基本を改
めて学ぶことで、朝礼の質向上に繋げら
れております。

平成 31 年度
朝礼基本マスター研修

11/15
（木）　平成 31 年度を迎えて初の、全体で集

まる総会を開催しました。多くの県役員・
単会役員の方にお集まりいただき、辞令
を交付しました。新たな年度スタートに
ふさわしい会が開催できましたことを嬉
しく思います。

9/5
（水）

平成 31 年度
会員総会・辞令交付式

　新入会員の方対象で、オリエンテーショ
ンを開催しました。倫理の学びが活かされ
た実践報告や、倫理の基礎を学びました。

10/30
（火）

中予地区 新入会員
オリエンテーション

　朝礼に関するマニュアル研修を実施し
ました。基本を改めて学び、各単会に持
ち帰ることで、朝礼の質の向上に繋げら
れております。

10/19
（金）

平成 31 年度
MSマニュアル研修

　しおさい公園で大運動会を開催しまし
た。モーニングセミナーや夜の会とは異
なり、スポーツを通して楽しい時間を過
ごしました。普段は倫理に参加していな
いご家族やご友人に、倫理の温かい繋が
りを感じていただけたと思います。

11/11
（日） 大運動会

TOPIX



  松山市北土居１丁目 9-8
  TEL 089-958-2201

  松山市道後町 2-11-5
  TEL 089-934-5020

 ㈲カーショップタナカ

 有限会社雅夢

松山市

松山市中央

　自動車の販売だけでなく、整備・点検・車検 
あらゆるサービスを提供しています。現在のイ
チオシは「新車市場」ナンバーワン・セット。
軽四の新車が月々 1 万円から乗ることが出来ま
す。自動車税や車検、オイル交換などの車のわ
ずらわしい事が全部含まれているから毎日が安
心です。時代は今、「所有」から「使用」へ。
　松山市倫理法人会へは 2014 年に入会し、２年後には幹事として活
動しています。モーニングセミナーの参加は入会と同時にし始め、
今までほとんど休まず参加できています。早朝から大きな声が出て
いるのを見ると元気をもらえた気分になり、一日を明るい気持ちで
迎えることが出来ています。

　ANA クラウンプラザホテル松山 AVA ３F
に、アクセサリーのセレクトショップ「ギャラ
リーエクラン」と、フルオーダースーツ「ロレ
ンツォ・インカグリ」のお店を営んでおります。

“エクラン”はフランス語で「宝石箱」。
　母体である、創業 40 周年になる「創作ジュ
エリー雅夢」にて、プロの鑑定士が世界中から
厳選、輸入した宝石を、一級貴金属技能士がジュエリーに製作、販
売しております。
　オーダースーツは、イタリアの老舗ブランド、「ロレンツォ・イン
カグリ」とライセンス契約を結び、独自のルートを開拓、イタリア・
イギリスの一流ブランドの生地を使用し、フルハンド・マシンメイ
ドにて、イタリアンテーラーのクオリティを追求、また、メイドイ
ンジャパン拘りのオーダーバック、シューズ、ネクタイ、メンズア
クセサリーも展開しております。
　お手持ちのアクセサリーの修理から『世界で一つ』のハンドメイド・
フルオーダーまで、お客様の細かいご要望にお応えできるよう、努
力しております。
　倫理法人会では、「実践」を柱に、同じ志の仲間とのネットワーク
の構築、また、モーニングセミナーでの学びを通じ、感性を磨き、
日頃の事業展開、営業活動に取り組んでおります。

田中 光男さん

松山市倫理法人会
研修委員長

代表取締役
藤岡 保彦さん

松山市中央倫理法人会
普及拡大副委員長
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  松山市湊町 7 丁目 1-8　TEL 089-941-9111
  HP：http://www.prinart.co.jp/

 岡田印刷株式会社 松山市

　創業大正 15 年、愛媛では老舗の総合印刷会
社です。印刷事業を核に、クロスメディア提案

（Web・電子ブック・AR）、OA 機器販売など、
情報関連サービスをワンストップで提供できる
体制づくりを心掛けております。
　現在、新規事業として「親の足跡」という冊
子を企画し営業展開しております。「親の足跡」
は、子供や孫が親や祖父母のために作る、親や祖父母が子供や孫のた
めに残す、世界でただ一つの本です。皆さんは、親や祖父母の昔話を

どこまで聞いたことがありますか？「今
さら照れくさくて…深いところまでは
…」という方もおられることでしょう。
親や祖父母が長い年月の中で何を体験
し、どんな思いを抱き、どんな価値観で
生きてきたのか。その心に触れることで、
家族の本音や意外な一面を知るばかりで

なく、自分自身のルーツを探ることもできます。ご興味がございまし
たら、弊社企画部までお気軽にお問い合わせください。
　弊社では朝礼にて、「職場の教養」
の朗読を 20 年以上続けております。

「職場の教養」から学ぶことは多く、
その日の仕事の励みや気づきに繋がっ
ております。これからも社員の人材育
成ツールとして活用いたします。

代表取締役
桑波田 健さん

松山市倫理法人会

  西条市丹原町久妙寺甲 616-3　TEL&FAX 0898-68-0660
  ご注文 & お問合せ専用ダイアル 090-7140-0397
  HP：http://www.bellrose.jp/

  四国中央市三島中央 2-12-14
  TEL 0896-22-3739

  新居浜市萩生 2348-44
  TEL 0897-66-1299

  新居浜市政枝町 2-1-26
  TEL 0897-47-8239

　私共（株式会社アクティブ）は高齢者や障が
い者の生活を支える事業として、地域との連携
を図りながら介護サービスを提供し地域福祉に
貢献してまいります。
　利用者様が居宅において自立した日常生活を
送れるよう、利用者様の心身の機能回復を図り
もって生活機能の維持又は向上を目指しており
ます。
　こうして当社が行っている事業で蓄積した経験を介護サービスに
活かすことにより、総合的なサービスの提供につなげていっており
ます。
　期待され求められる企業として従業員一丸となってがんばってい
ます。

　サクラス不動産は、愛媛県新居浜市を中心に、
主に不動産売買の仲介事業を行っております。
会社名の由来は、「咲かせましょう。あなたの
暮らし。」という弊社のコンセプトから、「咲く」
と「暮らす」の造語でサクラスとしました。会
社ロゴは、日本人が愛する桜をモチーフにして
おります。
　不動産というと、専門用語であふれ、初めて携わられる方も多く
いらっしゃいますので、出来るだけわかりやすい説明とともにお客
様へ寄り添う仕事が出来るよう心がけ日々、取り組んでいます。
　私達の仕事は、決して一人では、完結できません。土地の測量を
して頂く土地家屋調査士、農地の転用をして頂く行政書士、登記を
して頂く司法書士、造成また解体作業をして頂く業者様達と共にタッ
グを組み、販売しています。皆プロフェッショナルで、信頼してい
ますし感謝しています。
　倫理法人会に参加
させて頂いてから、１
年４カ月が経ち、よ
り一層、皆さまのお
かげと感謝を感じる
毎日で、有り難く思
います。

　阪神淡路大震災以降、兵庫県から愛媛県西条
市に U ターン。サラリーマンから夫婦でバラ農
家に転身しました。試行錯誤を重ね創り上げた
波動バラは、四国霊峰石鎚山系伏流水に、81 種
類のイオン化酵素、41 種類の鉱物電位差の働き
を持つ STS テクノロジーが加わり、より高波
動に変換した水での水耕栽培で育てています。
地球との共生はいつも意識の中にあり、大自然が育む天然水を再現

するその水で、ハウス周りの環境や生
態系も蘇生に導いてもらっています。
本来の香りと生命力がとても強い波動
バラは、プロポーズやお誕生日、特別
な記念日はもちろん、寂しい思いをさ
れている大切な方への癒しのプレゼン

トなど、様々なシーンにお使いいただいています。あるお客様のご
縁でのお礼の品としてこれまで二度皇后さまへお手渡しされたので
すが、その場面でも非常に深い関りがあったのが倫理研究所の丸山
敏秋理事長でした。今年７月倫理法人会に入会後それがわかり、さ
すが倫理が導くご縁だと感じています。これからも仲間に入れてい
ただいた喜びとご縁への感謝の気持ちで、倫理活動に取り組んでい
きたいと思います。ハウスで
はイベント開催もあり、見学
もできます。ＨＰを参考に是
非遊びにいらしてください。

　西参道整骨院は開業から一年半が経ちました。修行
時代から 16 年の経歴となり、新しい治療機器や施術
テクニックの導入にも意欲的に取り組んでおります。
　捻挫や打撲などの外傷を主にした保険治療だけの整
骨院には数年前から限界を感じており、外傷だけでな
く、多くの患者さんが抱える長年の肩こりや腰痛の根
本治療に取り組みたいと思う中、縁あって最適な治療
機器や技術を導入することができ、これを地元四国中
央市から発信するべく独立開業しました。
　まずは、日本人が子供の頃からよかれと思ってやっ
てきた、背筋に力を入れて伸ばす立ち姿勢により、背
骨がたわみ、猫背や反り腰など姿勢の悪化につながる
という点に着目。正しくまっすぐな姿勢を崩す根本原因となっているインナー

マッスルの加齢を改善することで、年齢性別に関係な
く痛みの出にくいスッキリとした体を作り、健康寿命
を延ばせることを、患者様にもできるだけわかりやす
くお伝えするようにしています。また、院内での治療
だけではなく、地域や会社などのイベントにも積極的
に参加し、体験治療やセミナーなどを通して地元の方

にふれあい、少しずつでもこのような考えを拡げていこうと励んでおります。
　倫理法人会は、そのようなイベントとして開催させてもらった姿勢改善セミ
ナーが縁で、その会社の方に紹介していただきました。さまざまな業種の方々
と出会うことで、治療院という少ないスタッフ間、あるいは同業者の集まりだ
けでは得られない学びがあると思い、モーニングセミナーにもできる限りの参
加を心がけております。

 自然のギフト ベルローズ

 西参道整骨院

 株式会社アクティブ

 サクラス不動産

西条西

四国中央市宇摩

新居浜別子

新居浜別子

取締役
白石 恵子さん

新居浜別子倫理法人会
研修副委員長

代表
鷲崎 いづみさん

新居浜別子倫理法人会

代表
岡野 ゆきさん

西条西倫理法人会

院長
武村 敬治さん

四国中央市宇摩倫理法人会

  今治市立花町 3-3-32
  TEL 0898-22-7030

　昨年 9 月、今治にこの会社を立ち上げる為、
福岡から来ました。業務内容としては、船舶専
用の通信、OA 機器の提供、IT 管理の提案プロ
デュース等お客様に合わせた、より確かで安心
できるサービスを行っています。当初は色々な
不安もありましたが、1 年が過ぎ、良いお客様に
も恵まれ今治での生活もだいぶなれてきました。
　倫理との出会いは 3 年半前、まだ福岡にいた
頃です。学生時代の先輩に誘われ、福岡天神倫理法人会に入会しまし

た。モーニングセミナーに参加するう
ち、万人幸福の栞を読んでハッとしま
した。実は前職、飲食店でフードサー
ビスをしていたのですがあるお客様か
ら、イベントに誘われて行く約束をし
たにもかかわらず行かなかった。気軽

に考えていたら、後にオーナーからそのお客様は君を待っていたかも
しれないよと、注意されたのです。勿論、反省したのですが、9 条は
そのオーナーを思い出させた（笑）。それ以来、万人幸福の栞に書か
れていることを大切にしています。だから転勤が決まった時も、今治
市倫理法人会に入会する事に迷いはなかったです。あと、倫理法人会
にはどの分野でも相談できる人がいるのも
魅力のひとつですね。
　これからも倫理を学びながら仕事やプ
ライベートを充実させ、新婚の妻と（笑）、
今治市での生活を楽しみたいです。

 海力オフィスサポート㈱ 今治市

久留 和也さん

今治市倫理法人会
朝礼副委員長



  宇和島市丸之内 3-2-1
  TEL 0895-22-0085

  大洲市東大洲 785
  TEL 0893-25-3173

  八幡浜市八代 224 番地
  TEL 0894-22-0607

 有限会社アポトライ

 ㈲トミス自動車  有限会社菊池本店

宇和島市

大洲喜多 八西準

　有限会社アポトライは介護部門と薬局部門が
あります。介護部門は居宅介護支援事業所、訪
問看護ステーション、ヘルパーステーション、
デイサービス、ショートステイ、サービス付き
高齢者向け住宅、定期巡回随時訪問介護看護事
業を展開しています。当会社の介護施設はあえ
て商店街の活性化の一翼を担いたく街中で展開
しています。薬局部門は処方箋調剤ができる保険薬局 7 薬局と薬を
販売できる一般販売業 1 店舗を展開しています。スタッフも薬剤師、
登録販売者、ケアマネージャー、看護師、介護福祉士、作業療法士、

介護員等多種職にわたり在籍しています。
今年からある社会福祉法人と提携して障が
い者の受け入れ事業所にもなっています。
活動範囲は南予地域の宇和島市、南宇和郡
のみの地域密着型の会社です。理念は「人
にやさしい、地域に根ざした」をモットー

に総スタッフ 120 名で頑張っています。今後、高齢化がますます進
んで行きます。ただ単の介護事業所では
なく、看護師や薬剤師が医療を担い、連
携がとれる医療機関も多数あり安心・安
全の事業所でありたいと思います。今後
は福祉にも力を入れて医療・介護・福祉
の共生型事業を目指したいと思います。

　四国の西の玄関口、八幡浜市で酒類、食品、
調味料など約 3000 品目を販売しております。
　当社は今年で創業 66 年目を迎えました。お
店での販売と南予地域におきまして配達もして
おります。お店は年中無休で営業時間は午前
８時～午後８時までしております。一日一善を
モットーに頑張っています。近くまで来られた
際には、お気軽にお寄りくださいませ。

　倫理法人会に入会して、約３年が経ち
ますが、朝のモーニングセミナーやナイ
トセミナーに参加することで、万人幸福
の栞、17 か条を購読し、講師の貴重なご
講話を聴き、自分自身学びの多い会だと

思っております。まだまだ出席率が低いので、今後、学びの多い当
会におきまして積極的に参加できるよう心がけ、人とのお付き合い
や仕事に活かして、地域社会に貢献していきたいです。

　昭和 52 年に父が創業して、今日に至ります。
軽自動車から大型自動車の車検、修理、販売、
として、スタートしました。また、自動車以外
でも、保冷車の修理や取り付け、重機などに使
用している、高圧ホースの作成とサービスを広
げています。今後も、まだまだ柔軟性を持って、
サービスを広げていけるようにしていきたいと
思います。
　会社が倫理法人会に入会をさせて頂いて、10 年以上がたちますが、
本格的にセミナー等に出席し始めたのは、最近です。経営に対して
の取り組む姿勢など、様々な勉強をさせて頂いています。また、セ
ミナーには、従業員さんも一緒に出席して、セミナーはもちろんで
すが、様々な方との出会いも、経験させて頂いております。また、
倫理法人会の入会をきっかけに、職場の教養を活用して、朝礼とラ
ジオ体操を始めました。
　まだまだ、他の企業に比べると足りない部分がありますが、今後は、
活気ある朝礼を目指して、努力していきたいと思います。

井上 貴博さん

宇和島市倫理法人会
副専任幹事

代表取締役
菊池　敬さん

八西準倫理法人会
広報委員長

代表取締役
宮田 恭輔さん

大洲喜多倫理法人会
副会長兼研修委員長
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  松山市大可賀 2-8-34
  TEL 089-952-0661

  松山市中野町甲 782-2
  TEL 089-909-3911　FAX 089-909-3912

  松山市南町２丁目 11-7
  TEL 089-915-0730

  松山市本町 6-6-7 ロータリー本町 722
  TEL 090-1171-1592

 株式会社ふゅうちゃあ

 株式会社ワンスター

 株式会社四国テクニカ

 松山鍼灸院 漢方鍼灸個別治療室仁塾

松山北

伊予市

東温

松山伊予

「人の喜びこそ、我が喜び」
　私の会社の経営理念には、『福祉事業を通じ
て地域貢献する』と謳っております。会社の継
続にあたり人の為世の中の為に尽くしてこそ成
功が存在する。「人の喜びこそわが喜び」まさ
しくその為に経営を継続しております。
　松山北の会員の日々旬味旬采山本さんの山
本健次さんから自分ができることは料理しかないので料理でふゅう
ちゃあのデイサービスでボランチィアができないだろうかと相談を
受けました。私は高齢者とこどもさんとが地域で寄り添うものがで

きないものかと思っていたこともあり、地域交
流センターサロンを思いつきました。そして専
任幹事の八束彰彦さんが近所でもあったので相
談したところ快く引き受けて下さったので地域
交流センターみらいサロンをオープンできる事
になりました。経営者は自分の利益を求め結び

つく方もいますが、この世に生まれてきた事に感謝し世のために尽
くし返すことができる喜びを同じ松山北の倫友とコラボできたこと
に感謝感激感動しています。
　地域交流センター『みらいサロン』は毎月
第三日曜日に大可賀のふゅうちゃあで開催し
ています。ボランチィアさん大募集です。や
る気元気本気 150％でがんばりますので皆様も
応援してくださいね。

　1986 年 9 月に森実運輸グループの 1 社とし
て「地域の OA 化を推進する」をスローガンに
掲げ設立し、お陰様で今年創立 32 周年を迎え
ることができました。
　弊社では、機器販売・ソフトウェア開発・ネッ
トワーク構築等、ICT を活用したシーンへ、柔
軟かつ強力にご支援致しております。常に新し
い分野を開拓しながら無限の可能性を引き出すソリューションパー
トナーとして、より一層向上して行きたいと考えております。
　倫理法人会へは入会して今年で 10 年目となります。入会して感じ
たことは、人として、社会人として当たり前の事が意外と出来てい

ない自分が居たこと。幾度も「万人
幸福の栞」を読み返し、それを己の
行動に置き換えて正すべきことを正
す日々が続いております。
　そして良かったこと。それは異業
種の倫友の方々の交流を通じ、見聞
を広めることが、己の成長に繋がっ
ていること。
　「朝を制するものは、1 日を制す」
　経営者モーニングセミナーは、今
を大切に生きるための私のバイブル
です。

　松山市本町にある完全予約制、個別対応の鍼
灸治療専門院です。各種体調不良の治療から
日々の体調管理までを承ります。　漢方は日本
の伝統医療、技術職として徒弟制度により受け
継がれてきました。その流れと過去の医者たち
の思いを後世にも繋げていきたいと考えていま
す。昔ながらの医療の良さを無くさず、数多く

存在する鍼灸治療院の中でもクライアントに
一番親身になれる治療家を目指しています。
　倫理法人会への参加は知り合いの勧めによ
りモーニングセミナーへ参加したことがきっ
かけとなりました。倫理法人会という名前の
イメージと経営者の集まりということでもっ
と厳格で厳しい所かと思い尻込みしていまし
たが、三ヶ月ほど未会員として通わせて頂い
たところそれは単なる思い込みであった事を

知りました。実際にはとても暖かなメンバーが多い会であったよう
です。まだ入会したばかりなので、これから
先輩の皆様に追いつくように事業、勉強とも
に頑張っていきたいと思いますのでよろしく
お願い致します。

　株式会社ワンスター　合田です。新車・中古
車販売、車検・修理など車に関わる事は何でも
しております。会社を立ち上げて来年の 1 月で
2 年になります。会社名は息子の名前からとり
ました。壱星（いっせい）でワンスターです。
学生時代から車が好きで、高校卒業後からずっ
と車関係の仕事をしております。
　万人幸福の栞にもありますが、『働きは最上の喜び』まさにこの言
葉がやりがいだと思っております。自分がさせて頂いた仕事に関し
て、お客様に喜んで頂けること、この仕事をしていて良かったと思
います。車の事で困ったときに、気兼ねなくご連絡もらえるような
会社を目指してこれからも頑張っていきたいと思います。
　倫理法人会に入会したきっかけは以前勤めていた会社が入会して
いたので、その時から参加していました。新しく伊予市倫理法人会
を立ち上げるということで、松尾初代会長よりお誘い頂き伊予市の
ほうで入会しました。夕方は仕事でなかなか参加できませんでした
が、モーニングセミナーは皆勤で参加しております。去年より専任

幹事を拝命しておりますので、少しでも
西田会長のお力になれればと思います。
伊予市は平均年齢も若く、とても活気の
ある単会です。未入会の方も入会したい
と思ってもらえるような単会を目指して
今後も頑張っていきたいと思います。

谷川 まゆみさん

松山北倫理法人会
普及拡大委員長

課長
高橋　浩

東温倫理法人会
広報委員長

代表
田村　健

つよし

さん

松山伊予倫理法人会

代表取締役
合田　礼さん

伊予市倫理法人会
専任幹事

  松山市森松町 858-1
  TEL 

 Myrtle Wyckoff 松山にぎたつ

　英語を習うにあたって、私が生徒さんにいつも
言っている言葉があります。『皆さんは自転車を持っ
ているのだけど、乗らずにずっと押しているんです
よ』と。これは発音できるという技術を初めに獲得
することで自転車に乗れるようになり、あとは好き
なところへ楽にいつでも旅することが可能になるん
ですよという例えなんです。どうしても発音をマス
ターすることを後回しにしてしまう風潮があります
が、原因として乗り方を教えられる指導者の人材不
足だと感じています。現在、その発音を教えることに特化した教育マニュ
アルの普及に尽力しております。まさか私が教育者になるとは夢にも思い
ませんでしたが、これまで自分を信じて追い求めてきた先にたどり着いた
使命だと確信しております。
　英語という言語は心をひらいて伝えるというオープンな感覚が含まれて
います。その英語特有な言語を学ぶことで子供たちが自分の気持ちを素直
に相手伝えあえるようになることが願いです。
　アメリカの社会では、誰かに対して素敵だなと感じるとあなたのこと好
きですよって言ってくれるんですよ。恥ずかしいんですけど、正直嬉しい
んですよね。そんな愛情表現が日常に溢れていて、おのずと英語という言
語を話すことを好きになっていました。そのような文化が英語圏には存在
していて、人と人の間に言葉で愛を表現しているんですね。
　言語の楽しさは自己表現にあり、とりわけ第二言語とは演じることによっ
て学んでいくことを可能にします。そして最終的に何を伝えたいのか、ど
のように人と関わっていくのかが大事であって、外国人であれ日本人であ
れ言葉を使うことにおいて同様で、なによりも使う人の想いが重要なので
す。私たち自身がどの様な想いを心に描いていくか、それぞれが学んでい

ける場所が倫理法人会だと思います。これから、
一個人としての考えをしっかりと世界に発信して
いくために、倫理の仲間と想いを共有しながら、
世界に和のハーモニーと楽のマインドを届けてい
きたいと思います。

渡部 哲士さん

松山にぎたつ倫理法人会


