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　平素より、会員の皆様におかれましては愛媛県倫理法
人会の活動にご理解、ご協力を頂き、誠にありがとう
ございます。去る 2 月 14 日には、県内外の会員の方々
より頂戴しておりました、西日本豪雨災害の義援金
を西予市に送ることができました。その際、西予市
の菅家市長からは「西予市の復興に役立てたい。この
度頂いた倫理法人会の皆様からの浄財は心強く、大変あ
りがたい。会員の皆様の中には、救援物資を送って頂いた
り、現地でボランティア活動をしてくださった方もたくさん
いらっしゃると承知しております。」とお礼の言葉を頂きま
した。県内会員の中で被害に遭われた方々には、既にお見舞
金としてお送りし、とても喜んで頂きました。思いが伝わる
ということはこういう時にとても大切で、必ず復興への励み
になるでしょう。ここにご報告するとともに、ご協力頂きま
したこと、あらためて衷心より御礼申し上げます。
　さて、平成 31 年度もスタートして半年が経ちました。皆
さん、いかがですか？多くの方々は年度当初に「この 1 年は
これをやろう」と目標を立てられたと思います。私も幾つか

　愛媛県倫理法人会南予地区長を拝命しました伊藤篤
司です。平素より、倫理法人会活動に対し多大なるご
協力を賜り誠に有難うございます。
　現在の南予地区は、宇和島市・大洲喜多・八西（準）
の三単会で構成されています。皆様もご承知の通り、
昨年７月南予は豪雨災害にみまわれ、会員企業にも甚
大なる被害がありました。あれから８か月が過ぎ、表面的
には日常を取り戻しました。ところが現実には、復旧途上の
地域も多数あり、真の復興にはまだまだ時間がかかります。
　しかしながら悪いニュースばかりではありません。今年２月に
は段々畑に象徴される南予の柑橘栽培システムが日本農業遺
産に認定されました。次なる世界農業遺産登録を照準に、着
実な一歩を踏み出しています。また５月には八幡浜にて、英国
の協力により日本初の世界マーマレード大会が開催されます。
いよいよ南予の素晴らしさを全世界に伝える足掛かりが整いま
した。

の目標を立てました。今のところ出来ているものもあれ
ば、まだ効果の現れていないものもあります。前半の
良い点や反省点をしっかりと把握して、後半に臨んで
まいります。また、18 単会の役職者の皆さんは会長
を中心に年度計画がしっかり進んでいるかどうかを

チェックし、後半も様々な活動を通して「純粋倫理の
学び」「人育て」「仲間づくり」に取り組みに徹し、良き

チームを築きながら楽しんでほしいと、心から願っていま
す。期待しております。
　時に自然界に目を向けてみますと、虫などが冬の間は土の
中に隠れ閉じこもります。やがて春になると、冬ごもりの虫
が這い出てきますが、そのことを「啓蟄（けいちつ）」と言い、
俳句でいうところの春の季語になります。しかしながら、す
ごいですね。自然は寸分の狂いもなく正確に動いているので
すから。人間だけが不自然な状況をつくり出している。その
原因である自分の「わがまま」を少しでも取り払うべく、純
粋倫理の学びと実践を通して生活していきたいと思う今日こ
の頃であります。

　「第一次産業と観光こそが 21世紀最大の成長産業」そ
う語る識者もいます。豊かな自然を背景に海と山の幸に
恵まれた南予は、世界有数の食材の宝庫として発展し、
食のチカラで多くの皆様を惹き寄せる可能性に溢れて
います。南予の活性化こそが、愛媛の揺るぎ無き発展、

ひいては真の日本創生へと結びつく。その信念に基づ
き、倫理法人会活動を通じて会員企業の繁栄を実現し、

その輪を南予全域に波及させていきます。
　現在、宮本篤会長・菊地義一会長・髙橋英行会長の三人
の会長を中心に、南予三単会がＯＮＥチームとして機能すべく、
密な協力体制を整えています。そのためには、南予地区にお
ける積極的な交流が不可欠です。南予地区会員の皆様には、
ご自身の新たな人脈造りも視野に入れ、単会外の様々な行事
にも足を運んでいただきますことをお願い申し上げます。
　最後になりますが、会員企業の皆様の益々のご健勝ご発展
を衷心よりご祈念申し上げます。

　私はこの条項が大好きです。自分を 1番大切にして（これは利己主義
ではありません）その大切な気持ちを他の人に及ぼす。これはいかに自
分が偉くなっても、他の人に影響を与えることが出来ないのではダメで
あると述べています。己を大切にすることは世の中にたった一つしかな
い命を守ることであり、宝であると言っています。
　皆さんはこの 1番大切な自分の命、すなわち体を大切にしているで
しょうか。
①保健衛生に注意しない。
②働きは健康のもとであるのに、怠けようとする。
③�恐れ、怒り、悲しみ、妬み、不平不満の心などが生活を不幸にする根

本原因であるのに、そのことをよく知らない。
　そして、最も己を大切にすることは、自己の個性を出来るだけ伸ばし
て世の為、人のために働かすことです。仕事を怠け、研究を怠り、身を
惜しんでいてはとても出来ることではありません。己の一切を学問に捧
げ、事業に傾け、仕事に没頭することです。己を尊ぶことの極は捧げる
ことにあります。すなわち自分を捧げるとは自分のわがまま、欲を捨て
て相手のために尽すことです。
　人を尊ぶとき、我が生命と他人の生命とは、一つに自覚され、小我が
消え失せるのです。
　どうか世の為、人の為を実践、実行していただきたい。
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万人幸福の栞万人幸福の栞 己を尊び人に及ぼす
（一社）倫理研究所　法人アドバイザー　岡 田  紀 夫第16条

「前半」を点検し、「後半」に活かそう

「ＯＮＥチーム南予の実現」



平成 31年度　倫理経営講演会　開催日一覧

山口県の倫理法人会の方々と、交流を図り
ました。同じ倫理を学ぶ者として、よい刺
激となりました。

3/22
（金）

平成31年度
山口県交流会

富士山の麓で倫理の学びを深めることで、
自己を見つめ直すきっかけになりました。
また県外の倫理仲間もでき、濃厚な時間
を過ごしました。

平成31年度
富士教育センター
経営者倫理セミナー年明け始めての会で、倫理の学びを広げ

るべく、気持ちを一つにしました。

1/8
（火）

平成31年度
新春の集い

平成31年度
朝礼コンテスト

事務長、監査、事務局員による、初めて
の会議を実施しました。連携を図ることで、
内側から会活動を盛り上げていきます。

1/11
（火）

平成31年度
事務長・監査・
事務局員会議

1/17
（木）

1/19
（土）

|

TOPIX
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。

活動報告

活動予定

単　会 開　催　日 時　間 会　場

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 パフィオうわじま（宇和島市学習交流センター）
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 TOBE オーベルジュリゾート
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

3/8
（金） 東予地区予選

3/15
（金） 中予地区予選

3/1
（金） 南予地区予選

平成31年度
女性塾「縁」

4/24
（水）

時間

場所 マリベールスパイア　

17：00～

平成31年度
朝礼コンテスト
決勝大会

5/26
（日）

時間

場所 上野町生涯学習センター

時間未定

平成31年度
四国交流会

6/1
（土）

時間

場所 徳島グランヴェリオホテル

13：00～20：00

各地区で盛り上がっている、朝礼コンテス
トの予選大会を開催しました。どの企業も
積極的で、見ているだけで元気になれる朝
礼でした。



 有限会社ミートハウスフジタ

  四国中央市川之江町 2218-1
  TEL 0896-58-6881

  今治市郷本町３丁目 4-22
  TEL 0898-31-6058

  西条市飯岡 3188
  TEL 0897-56-6003

　平成 30 年 4 月に、弊社は運送会社として設
立 30 周年を迎えました。この地域は、「紙のま
ち」ということで製紙会社が多く、弊社も設立
当初より紙製品の輸送を行ってまいりました。
時代の流れと共に、車両も運ぶものも多種多様
になってきておりますが、『お客様へ大事な商
品をお届けする』ことが私たち運送会社の役目
には変わりありません。
　私は 5 年前、代表取締役に就任して、会社のために何ができるの
か悩んでいるとき、ご縁あって四国中央市倫理法人会へ平成 29 年 6
月に入会させていただき、モーニングセミナーなど出来るだけ参加

しながら学ばせていた
だいております。自分
自身が成長し変わって
いくことで、会社や
社員たちがより良い方
向へ向かっていけるよ
う、これからは学んだ
ことを実践していきた
いです。

　当社は 45 年前より、祖父が塗装工事業とし
て開業しました。現在は、建設の塗装、防水、
防食の 3 本柱を中心に業務拡大を目指し、日々
頑張っています。建築現場で他業種（128 種の
技能士さん達）とかかわり、一致団結しチーム
がうまく機能しているときに、この仕事のやり
がいを感じます。
　倫理法人会には、父である社長が入会していたのですが、職場の
教養を読む程度で積極的には参加していませんでした。ところが、2
年前に結婚した新妻がモーニングセミナーの参加を勧めてきたので、
試しに参加してみたら意外と良かった（笑）。

　講師の方も毎回かわるからか新鮮
で、仕事や健康面に関しても情報満
載でした。朝起きて、先生の話を聞
けている自分にも満足感があります。
　また、モーニングセミナーに参加
して会員の方と　明るく挨拶を交わ
しているのも、すがすがしいです。
　今後は、会員の方達との交流を深
めながら倫理の基礎を固めて、運命
や人生がより良い方向へ変わるよう
にしていきたいです。

　平成2年に主婦だった現社長が起業しました。
社名が、お肉屋さんや不動産会社によく間違え
られますが、たくさんの人が集まる家、出逢う
家という意味で命名し、パソコンの販売やパソ
コン教室からスタートしました。
　平成 8 年に、働く人や働きたい人に公的資格
をという思いから、コンピュータサービス技能
評価試験の認定校になり、愛媛県のチーフ検定員をしています。平
成 11 年に職業訓練を受託。現在では、ロボットプログラミング教
室や企業様の人材育成（キャリア共育研究所）なども行っています。
女性起業家支援や、教育機関で学生のキャリア支援にも携わってい
ます。私たちは人が成長する機会をつくり、その人が自分らしく活
躍できる、また、活躍できる場所を増やしたいという思いがあります。
　私たちの強みは、その人の可能性を信じて、その人に合った学習
の支援や指導方法を提供することです。小さな成功体験を重ねるこ
とで、必ず成長できると確信しています。ご縁があった方のご紹介
でまたご縁が繋がる、そんな
クチコミに支えられて今の弊
社があります。皆さんが自分
らしい花を咲かせられるよう、
私たちも共に成長していきた
いと思います。

 株式会社御日家商事

会員企業紹介

 日幸化学工業株式会社

四国中央市

今治市西条市

代表取締役
梶原 愛子さん

四国中央市倫理法人会
女性委員長

取締役営業部長
山内 隆宏さん

今治市倫理法人会

取締役
藤田 聖一さん

西条市倫理法人会

  西条市大町 1577-2
  TEL 0897-47-8112　FAX 0897-47-8113

　倫理との出会いは 4 年前独立して間もない頃
でした。以来、ほぼ毎日朝礼をしています。「職
場の教養」は新しい発見や感動を、時には反省
を与えてくれます。
　さて、この度、法人保険研究所よりコンサル
ティング部門を「株式会社えひめ相続・事業承
継サポートセンター」として、独立・新会社設
立の運びとなりました。中小企業を成長、強化させる事業承継や笑
顔相続のお手伝いをするべく専門特化した研修会、勉強会に参加を
し実務家の日本を代表する先生方と（ひめサポネットワーク）を築
くことができました。
　また平成 31 年２月 15 日より　「株式会社愛媛銀行」と法個人の相
続・事業承継に関するコンサルティングサービス業務において業務

提携を開始いたしま
した。今後も皆様の
お役にたてますよう、
努力精進してまいり
ますので、お気軽に
ご相談ください。

 ㈱えひめ相続・事業承継サービスセンター 新居浜市

代表取締役社長
永易 修治さん

新居浜市倫理法人会
普及拡大副委員長



会員企業紹介

  西条市小松町新屋敷甲 2901
  TEL 0898-72-2802

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

　有限会社高井呉服店は、創業明治 25 年以降、
西条市小松町で呉服小売業を営んでいます。今
年で創業 127 周年を迎える老舗企業として、地
域のお客様に楽しい着物ライフをお伝えするこ
とを使命としています。
　商品も信頼ある京都の老舗問屋から直接仕入
れ、美しい友禅や絞り文様などの古典的な着物
をハイセンスにコーディネイトいたします。値段の分かりにくい商
品と言われる着物を、安心信頼をもってお勧めしています。その中
で着物を着る機会を店側が作り、着物を着てのランチ会や茶道、華道、
詩吟といった日本文化での着用をお客様に提案することで、より多
くの場面での着物ライフを楽しく体験してもらえると思います。
　振袖については、10 年前より独自の写真スタジオを近隣にオープ
ンして、振袖をお買い上げの方に、成人式でのヘアメイク、着付、
写真撮影会の開催など、
お客様に安心して頂ける
振袖アフターサービスを
提供しています。
　うちに来られたら、着
物に関しては全てにおい
て安心できる、そんな店
作りを目指しています。

　「介護されない体作り」への取り組みを行って
います。平均寿命と健康寿命の差は約 10 年と言
われています。この 10 年が介護の対象となって
いく時期です。それは自分がそれまでの自分で
なくなっていく時間です。できるだけ短くしたい、
自分の寿命＝健康寿命が理想的ですよね。

　要介護、要支
援になるきっかけは脳卒中、脳梗塞の
後遺麻痺、心臓病、糖尿病、転倒によ
る骨折、ロコモティブシンドロームで
す。これらは全て血管と筋肉の障害が
原因です。血管と筋肉を劣化させない

ために必要なのが運動ですが、それでは運動できない人は健康にな
れないということになります。そこで当院では運動と同等の効果を
得られる可能性のある長寿ホルモン『アディポネクチン』に着目し、
リハビリなどの運動を要しない健康づくりをご提案しています。い
つまでも自分自身であるためのプ
ログラムです。しかし健康は体だ
けでは作れません。体の健康づく
りに奉仕しつつ、心の健康づくり
を倫理で学び、皆様の心体を健康
の両輪で支えたいと考えています。

 有限会社高井呉服店  西参道整骨院西条西 四国中央市宇摩

代表
高井 一至さん

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

  新居浜市高木町 3-2
  TEL 0897-34-2211

　当社は昭和 41 年９月に「ふじ結婚式場」と
いう屋号で私の父が創業いたしました。当時私
はまだ中学校１年生でした。おかげさまで３年
前の平成 28 年に創業 50 周年記念式典、懇親会、
そして50周年記念誌の出版お披露目パーティー
を催すことが出来ました。
　「グラッツェ」とはイタリア語で「皆さまに
感謝いたします」という意味です。ブライダル・

宴会・貸会場・ビアガーデン・仕出し・
スーパーホテル新居浜・アパートな
どの経営が主たる事業内容です。
　倫理法人会には約 17 年前に入会
し、法人レクチャラーには約９年前
になりました。また、ライオンズク

ラブ活動や料飲組合、観光協会、物産協会、食品衛生協会、商工会
議所などにも活動いたしておりますのでなかなか大変です。
　当社は新居浜市のメインストリート「楠中央大通り」に面しており、
新居浜駅と新居浜警察署にも近く、現在新居浜でも一番注目されて
いるエリアです。去年 30 台の駐
車場を買い増し増設いたしました
ので現在は総合計 250 台分の無料
専用駐車場を構えております。
　今後とも皆さまに愛される企業
であるべく頑張ってゆきますので
よろしくお願い致します。

 株式会社グラッツェふじ 新居浜別子

代表取締役社長
藤田 修生さん

新居浜別子倫理法人会
普及拡大委員長

  今治市今蔵敷町１丁目 13
  TEL 0898-35-0200

　長い間サラリーマンとして働いていました
が、Ｈ 21 年に溶接業として念願の独立、開業
しました。以来、社員が辞めるなど、つらい時
期もありましたが、やればやるほど、結果が出
る事を励みに、日々、奮闘しております。
　色々なご縁から今年 1 月より、ユニフォーム
の販売会社を引き継ぐことになり、これはもう

少し勉強した方がいいかなと思
い、昨年 11 月、以前から知って
いた倫理法人会に思い切って入会
しました。
　以来、モーニングセミナーに参
加し意外にも？（笑）会員の方の、
素直に真面目に取り組んでいる姿
勢や、講師の方のお話に、たくさ
ん勉強させてもらっています。営
業のしかた、心づかいなどのコツ
やヒントが、定期的に聞けるのが
魅力ですね。
　まだ入会したばかりですが、倫

理を学び、仕事にいかしていけるよう、また役員や会員の方々の力
になっていけるよう、頑張っていきたいです。

 株式会社三木工業 今治市

代表取締役
三木 秀和さん

今治市倫理法人会



  松山市勝山町 1 丁目 7 番地 22
  TEL 089-913-7968

 有限会社デザインワークス 松山伊予

　弊社は、商業施設の設計・デザイン・施工を
メインに、展示会のブースデザインや装飾、ま
た最近では一般建築、住宅等の仕事も手掛けて
います。創業は平成二年。独立指向があって独

立した訳ではなく、方向
性も決めぬままの始まり
でしたので、当初は何で
もやるというスタンスでした。建築模型の製作
を請け負ったり、情報誌のイラストを書いたり
と、本来やって来た仕事とは少し違う仕事も沢

山やりました。けれど、そのお陰で今日も経営を続けられているの
です。仕事の仕方も随分変わって参りましたが、今でもイレギュラー
な仕事や、他社がさじを投げた仕事の相談を受ける事がよく有りま
す。独立当時の事を思い返し、なんとか形にする努力をしていくこと、

「わかりました、やってみます。」
という姿勢を貫きたいと思いま
す。お声掛けしていただけるこ
との有り難さを忘れず、なんと
か形にしてくれるという期待に
お答えできるよう事業を継続し
て参ります。

代表取締役
松田 賛さん

松山市伊予倫理法人会
相談役

  松山市姫原３丁目 6-5　TEL 089-922-9423
  HP：http://www.leaders-ehime.com

  伊予市宮下 2000-34
  TEL 090-3460-2689

 有限会社リーダーズ愛媛  MOKUREN Photo Lab松山市 松山にぎたつ

　平成３年創業、当社は経営ステージのステッ
プアップを狙うオーナー企業や次世代リーダー

（後継者）の育成に特化したコンサルティング
を社長、経営幹部の方々を対象に行っています。
当コンサルティングでは、企業経営の課題とし
て最も重要な顧客と利益を増やすための企業独
自の戦略から活動を体系化し、人財・組織の生
産性を高めることで収益を増やす仕組み構築ができると多くの社長
から評価を頂いています。
　倫理法人会への入会は平成 18 年、当初はナイトセミナー（現在：
倫理経営基礎講座）への参加が主でしたが、ある講師の体験談の中
に、「人生成功の秘訣、健康の秘訣は気づいた時にそのことを処理す
る最高のチャンス！良い気づきを得るには早起きが一番！！」と、ご自
身もＭＳに参加し出してから良い方向に動き出したという話をされ
ました。その翌日がＭＳでしたので目覚し時計の力を借りて早起き
し、参加するように心掛けました。そして続ける内に自然と早起き
ができるようなってきた
頃、以前であれば思い悩
むような内容でも考えが
整理できて不思議と解決
の糸口や答えが浮かぶよ
うになってきました。

　MOKUREN Photo Lab 写真屋の片岡 仁です。 
愛媛県を中心に人物撮影をメインに出張撮影を
行っています。ご自宅や思い出の場所での何気
ない日常をドラマチックに切り取ります。たく
さんの人の喜ぶ顔が見たくて写真屋になりまし
た。私の写真への想い、家族写真を残して欲し
い、飾りたくなるような家族写真を撮影して未
来の宝物を残したいと思っております。気づきのある愛情が伝わっ
てくるような写真撮影をしております。倫理を学んだ事で色々な出
来事は全て意味があることを知りました。辛い事、悲しい事があっ
た時にこの言葉が自分を成長させてくれます。これからも倫理を学
び、感謝を忘れず周りの人を幸せに出来たらと思います。

代表取締役
竹田 富男さん

松山市倫理法人会
MS 委員長

片岡　仁さん

松山にぎたつ倫理法人会

  愛媛県松山市土橋町 82 メゾン梓 1F
  TEL 089-904-1686

 あい整体院 雄郡小学校前院 松山北

　松山市の土橋町にあるあい整体院雄郡小学校前院
は、病院・整骨院・鍼灸院など、「どこに行っても治る気
配が無い」と諦めかけている方が多く来院されていま

す。痛み止めなどの薬やブ
ロック注射に頼ることなく手
技療法で改善に導くので、連
日患者様で院がいっぱいに
なっています。松山市内だ
けでなく、伊予市、宇和島市、
今治市などからも患者様がいらっしゃることも多いそ
うで、施術が満足していただいている証拠だと仰いま
す。院内外に痛みや痺れの改善された患者様の声
がたくさん掲載されており、その数には圧倒されます。
　なぜ、どこに行っても治らなかった患者様の症状が
改善していくのか？あい整体院の先生に伺ったところ、
痛みや痺れの出ている患部には原因はないと仰ってい
ました。腰痛や坐骨神経痛などの場合、痛みが出て

いる腰ではなく、日々 の忙しさなどからバランスが崩れ、結果的に腰に負担がかか
りすぎていることで痛みが現れてしまうとのこと。だからこそ、腰の痛みがあると
きに腰だけの治療をしていては良くならない、
しかも、人によりその原因は様々なので、毎
回同じ施術ではなくきちんとしたカウンセリン
グや検査をもとに原因に対して施術をして行
くことが重要と先生は言います。今まで良く
ならなかった症状が改善されることで涙する
患者様も少なくないそうです。
　これからも、痛みに悩む方を笑顔にし地
域の方々を元気にするため患者様と向き
合っていきます。

院長
井上 翔太さん

松山北倫理法人会



　有限会社ノリテックは 1999 年 10 月に設立し
今年 20 周年を迎えます。2005 年グループホー
ムひがし野を立ち上げ福祉業界へ参入すること
になりました。理念は『誠心誠意』　思いは『赤
ちゃんの時もあったね。時代を支えてきた大切
な人たち・・・』人生の先輩を尊敬し、自分が
受けたい介護、大切な家族を安心して預けられ
るケア。14 年の間に高齢者住宅やデイサービス、駄菓子屋蛍、障害
者就労支援事業所や初任者研修講座など展開してきました。今後も
地域の皆さまのニーズに寄り添い頑張っていきたいと考えています。
　倫理法人会との出会いはこの福祉業界参入と同時で 4 月で 15 年目
に入ります。最初から職場の教養を使った朝礼を始め今は全事業所
で実施しています。朝礼発表会には 2 回出場！その経験は職員のモ
チベーションアップ
の原動力になってい
ます。
　経営者としてリー
ダーとして経営者研
修は異業種交流の場
で あ り 学 び の 場 に
なっています。

会員企業紹介

  伊予郡松前町大字浜 460 番地
  TEL 089-984-1056　FAX 089-984-1012

 有限会社 川﨑屋（仕出し・割烹・寿司） 伊予市

　当社は、昭和 7 年、愛媛県伊予郡松前町の旧
56 号線沿いに駄菓子屋開店。昭和 11 年頃、川
﨑食堂で飲食店を開始。昭和 23 年、松前町浜
460 番地に移転、当時の最先端アイスキャンディ
の機械を導入。昭和 40 年、有限会社川﨑屋を
設立、仕出し・宴会・割烹・寿司を中心として
現在に至ります。
　お客様のニーズに合わせ料理内容を詳しく相談したうえ注文に対
応し、地元の新鮮な食材を使った四季折々の季節を取り入れた季節
感溢れるメニューに取り組んでおり、最近は日本酒・焼酎等の希少
高級銘柄も増やし、女性等にも二度三度と来店して頂き易い店づく

り、雰囲気づくりを心掛け、来店の際にお
客の好みを提供できるよう努めています。
　ランチでは、ビーフンセット（握 5 貫付）
840 円（当店名物）ビーフン単品 600 円、
おたた御膳 880 円、日替わりランチ 750 円
～が売れ筋商品となっており、夜は、魚料
理を中心とした楽しく一杯飲んでいただけ
るようアットホームな店づくりに取り組ん
でいます。お花見の季節はお花見弁当のご
注文も承ります。

取締役
川﨑 俊暢さん

伊予市倫理法人会

  松山市二番町 4-2-18
  TEL 089-934-0025

 株式会社ヴァンサンカン 松山北

　2 月 28 日（独）中小機構、「第 8 回四国でいち
ばん大切にしたい会社大賞」中小企業基盤整備
機構四国本部長賞を表彰していただきました。
　弊社は、「思いやり」と「感謝」を経営理念とし、
社員が働くことを心から楽しみ幸せな状態であ
ることが、顧客へのサービス向上・感動満足に
繋がるとの考えから、働きやすい職場づくりに
取り組んでいます。
　今回の受賞は、この取組を評価していただきとてもうれしくスタッ
フを誇りに思います。具体的な取組としては、働く時間にシフト制
を活用することで、子どもの行事や親の介護など家庭内で必要な時
間の確保ができ、託児施設の確保をすることで、子育てや介護をし
ながら働きたいと思うスタッフの働く環境を整備しています。また
活力朝礼での経営理念の唱和や、定期的にスタッフ全員で話し合う
時間を確保し、自分の考えを自分の言葉で伝える機会を作ります。
　こうした取り組みにより、共
に学びながら成長し、理念に
沿って考えながら顧客へのサー
ビスや課題への対応を自律的に
行う風土が形成されてきたよう
に思います。

代表取締役
石原 美良子さん
松山北倫理法人会

相談役

  松山市石手２丁目 5-11
  TEL 089-914-3300

 有限会社ノリテック 東温

代表取締役
今井 典子さん
東温倫理法人会

相談役

　当社は昭和 31 年に東温市出身の相原経之氏
によって大阪で創業、同時に松山営業所が開設
されました。当時はまだ旅行人口も少なく苦難の
時代でしたが私が入社した昭和 41 年は高速道路
の開通、大型フェリーの就航等旅行環境が整備
され昭和 45 年に大阪で開催された大阪万博で爆
発的な旅行ブームとなり私たち旅行業は高度経済
成長の申し子とも言える良き時代を迎えました。
　しかし平成 3 年の湾岸戦争、翌年のバブル崩壊により旅行業界は冬
の時代となり、特に近年はインターネットの発達により団体旅行から個人旅
行中心に変化し構造不況業種となり旅行業者数も半数程になったのでは
ないかと思います。
　当社は愛媛県倫理法人会設立時からの会員であり、毎朝「職場の教
養」を利用した活力朝礼で行っております。これからも「昔ながらの親
切な旅行屋さん」を信条に

「不況業種と雖も必ず好
況の会社はある」と信じて
この厳しい時代を生き抜い
て参りたいと思います。

  松山市勝山町 1 丁目 18-10
  TEL 089-931-6060

 株式会社日本交通社 砥部

代表取締役会長
中村 剛志さん

砥部倫理法人会



 愛夢館
  宇和島市和霊中町 2 丁目 2-28
  

宇和島市

　初めて倫理法人会の存在を知ったのは、以前
会長をされていた同級生の山下武久氏にモーニン
グセミナーに誘われた時でした。当時、私はいろ
いろな自己啓発本を読みあさっている時で、講師
の方のお話はすんなりと入ってきていたものの、実

践として何かをする事は
ありませんでした。家庭
の事情でセミナーからも遠ざかっていたのです
が、山下氏は毎月欠かさず「職場の教養」を
運んでくれました。今では大変感謝しています。

　最近 Youtube で、鴨頭嘉人氏が倫理法人会で活動されている事を知
り、山下氏に連絡しようとした矢先に、ナイトセミナーのお誘いを受け、二
つ返事で参加を決定しました。そこからはトントン拍子で入会。自分でも
何故今、入会しているのか不思議なくらいです。ただ、私は見えない流
れに逆らわなかっただけではないかと思います。ひとつ言える事は毎日清々
しい気持ちで目覚めています。きっと良い夢を観るようになったのでしょう。
　社会に出て最初の仕事はシステムエンジニアでし
た。それから30 年、いろいろな職業を経験し、現
在は学習塾を経営しています。塾生には毎月「職場
の教養」を渡しています。読む事は強制していません。
ただ、いつの日か波長が合えば保護者を含め手に取
る日が来る事を信じています。

代表
浅田　徹さん

宇和島市倫理法人会

  大洲市東若宮 5-1
  TEL 0893-25-6320

 司法書士浜田佳紀事務所 大洲喜多

　司法書士・土地家屋調査士・行政書士浜田佳
紀事務所は、「おじと一緒に合同事務所として開
いていたのを昨年、おじの廃業により私が独立し
たんですよ、職員は全員家族です。」と浜田さん。
　実は、浜田さんの家系は、内子町・大洲市地
域にてひいおじいさんの代から司法書士をしてい
て、浜田さんがなんと4 代目なんだとか。「一応
70 年以上続いている事務所です。こんなに長い間にわたって事務所を
続けることができているのも、地域の皆様が私たちに気軽に相談をしてく
ださってきたおかげです。」と浜田さん。父やおじの影響で法律の道に進
んだのは、ごく自然のことであったそうです。時代の変化に伴い、成年後
見人といった新たな分野にも挑戦しているとのこと。
　倫理法人会に入ったきっかけは今の事務所の近所の会社の方に誘わ
れてモーニングセミナーに行った１年前。事務所では「職場の教養」を
読み合わせたり、法人会のセミナーや朝礼に奥様も参加されることもあり、
お互いに講演の感想やその精神
を業務にどうやって取り入れようか、
ということをよく話すそうです。「今
後も地域の皆様のお役に立てるよう
に頑張ります。」そう話す浜田さん
からは法律家としての決意と覚悟
を感じました。

浜田 佳紀さん

大洲喜多倫理法人会

1日のはじまり方で、
意識が変わる。

人が変わる。
朝活のススメ

まず、経営者から変わってみませんか。

「活力朝礼」のすすめ方
については、単会事務
局までご相談ください。
会員企業の皆さまは無
料指導が受けられます。

　活力朝礼で
会社が変わる!!
一日の始まりは元気な朝礼から!!

「職場の教養」を使った
「活力朝礼」を導入して

意識を一つに ! 「職場の教養」を読むことで自然
にチームワークやモラルが向上

良か
った
!!

一日１貢の「職場の
教養」は朝礼用のテ
キストとして全国で
多くの企業が活用し

ています。

社長が変われば
会社が変わる!!
社員はあなたの背中を見ています。

早起きを身につけ
モーニングセミナーに
参加してみませんか !

おはようございます!!

おはようございます!!

社長、変わったね
僕らも頑張ろう !

モーニングセミナー&活力朝礼



伊予市倫理法人会
大洲喜多倫理法人会
八西準倫理法人会

宇和島市倫理法人会 砥部倫理法人会
東温倫理法人会

新居浜市倫理法人会
新居浜別子倫理法人会

今治市倫理法人会 西条市倫理法人会
西条西倫理法人会

四国中央市宇摩倫理法人会

四国中央市倫理法人会

松山市倫理法人会
松山市中央倫理法人会
松山にぎたつ倫理法人会
松山伊予倫理法人会
松山北倫理法人会

新居浜市
倫理法人会

新居浜別子
倫理法人会

西条市
倫理法人会

四国中央市宇摩
倫理法人会

四国中央市
倫理法人会

西条西
倫理法人会

今治市
倫理法人会

松山市
倫理法人会

松山にぎたつ
倫理法人会

松山市中央
倫理法人会

松山伊予
倫理法人会

伊予市
倫理法人会

宇和島市
倫理法人会

東温
倫理法人会

大洲喜多
倫理法人会

砥部
倫理法人会

八西
準倫理法人会

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

会長
大 橋  勝 英

（医）大橋胃腸肛門科
外科医院

会長
神 野  真 弓
㈱中央電気保安協会

会長
日 野  和 男
大光チップ作業㈱

会長
渡 部  眞 輝

（医）紘志会
マサキ歯科

会長
斎 藤  和 久
共栄プロパンガス㈱

会長
山 川 浩 一 郎
藤井㈱

会長
森 本  真 博
㈲今治ヂーゼル工業

会長
赤 瀬  昭 紀
beauty&health sora

会長
中 川  周 平
アザース㈱

会長
市 川  和 宏
愛友サポート㈱

会長
上 田 　 修
㈲上田電子開発

会長
西 田  晃 一
石田クリーニング㈱

会長
宮 本 　 篤
㈲宮本建築工房

会長
越 智  淳 一
㈲ジェイオフィス

会長
菊 地  義 一
㈱楽農研究所

会長
矢 野  尚 良
㈱ J リスクマネージ
メント

会長
高 橋  英 行
アインス商事㈲

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。

松山北
倫理法人会

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

会長
兵 頭  栄 介
三虎食糧
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