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　今回でいよいよ最終条項となりましたが、17 条は非常に難解なとこ
ろです。一言で言うと人生とは、「人間だけの小さな知恵や力などを超
えた、もっと大きなものによって動かされ、つくられていく。」と言っ
ています。丸山創始者はそれを、「神あるいは仏、宇宙の生命、統一の
中心、万象の根源によるもの。」と表現しています。そして人生を「神
の演劇」と言っています。そして私たち銘々がこの演劇の主人公である
と言っています。この演劇の主人公である我々が力いっぱい生き抜いて
いこうと述べています。この 17 条には非常に難しい言葉が多く出てき
ますので、それを誌上で全て説明することはできません。そこで皆さん
にお願いします。分からない言葉が出てきたら、自分自身で一語一語辞

書を引いてください。そうすることが皆さんの万人幸福の栞の解釈に大
いにプラスになります。
　これで全ての条項は終わりますが、皆さんには万人幸福の栞読解のた
め、何度も何度も万人幸福の栞を読んでいただきたい。その時その時の
あなた自身の気持ちによって内容が変化します。そして万人幸福の栞は
3部から成っています。1〜 17 条が第 2 部です。どうか第 1部、第 3
部も目を通してください。また新たなる発見と教えがあります。
　万人幸福の栞は「実行すると、直ちに間違いないことが証明できる、
生活の全て」が書いてあります。
　どうか毎日毎日読み続け、実践してください !!

万人幸福の栞万人幸福の栞 人生は神の演劇、その主役は己自身である。
（一社）倫理研究所　法人アドバイザー　岡 田  紀 夫第17条

視点を変えて夢を実現する
　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協力をいただき、心より感謝を
申し上げます。
　さて、五月より御代がお代わりになられ、同時に元
号が平成から令和の時代へと移り変わり、世の中が大き
く変化しました。ふり返れば、これまでの愛媛県倫理法人
会は 30 年間続いた「平成」と共に歩みながら見事に発展
してまいりました。これまでご尽力頂いた全ての関係者の皆
様には、あらためて感謝する次第であります。倫理法人会
は 9 月より令和 2 年度に入りますが、既に設立 40 周年に向
け始動している愛媛県は、新たな県会長として松尾 桂氏に
引き継ぐことになっており、これまでのキャリアを存分に生かし
ていただけるものと大いに期待しております。
　話は変わります。皆さんはそれぞれに性格や立場、家庭
や職場環境、地域、老若男女・・・色 と々違いがあります。
そういう状況の中で人々が関わりを持ち、大小の群れをなし
て生活をしています。馬が合うもの同士なら苦労は少ないか
も知れませんが、気が合わない場合は気苦労が絶えないで

しょう。かく言う私も、大小なりとも「人」や「物」や「事」
の好き嫌いはあります。例を挙げると、「人」だと裏表
のある人と関わると残念に思うし、「物」だと紅ショウ
ガが苦手で、焼きソバにみじん切りの紅ショウガが入っ
てると取り除くのに一苦労ですし、「事」だとジェット

コースターに乗る事が嫌いだったり、高い所が嫌いな
のでスカイダイビングなんかを勧められた日には、何処か

に旅に出るかも知れません。それでも視点を変えれば、その
状況を受け止めると、生かすことができることも多くあるので
はないでしょうか。要らないものは欲しい人に譲る。良いこと
は教える等、それによって救われたり、また、喜ばれたりす
ることもあるでしょう。世の中はそんなことだらけですね。そこ
で、もしも倫理を正しく学び実践したならば、その中から多く
の気づきを得て、心を強く育てることも信用を得ることもできる
でしょうし、そういった学びと実践を共にする倫友と結びつき
を強くして、経営や技術などのノウハウを授かり、また与えも
し、良い仲間づくりを進めながらさらに友情を育んで行けた
なら、こんな素晴らしい事はない。事業体験報告にもあるよ
うに、倫理の教えと倫理法人会活動は「夢を実現すること
ができる」その可能性を大いに秘めているのです。
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愛媛のタグボートとなろう
　東予地区地区長として 4 年目の任期も残りわずか
となりました。地区 7 単会の会長はじめ、役職者、
会員の皆様には、年度目標の最終チェックを行うと同
時に「チーム東予」としての底力を見せようではあり
ませんか。
　東予東部圏域振興イベント「えひめさんさん物語」は、4
月20日から11 月24日までの 8カ月間、西条市・新居浜市・
四国中央市の地域資産、アート・アクティビティから生まれる

「6 つの物語」として、東予圏域としては始めての長期イベ
ントが開催されております。この 3 市にはそれぞれ 2 単会ず
つ、計 6 単会が活動しております。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・西条西倫理

法人会・四国中央市倫理法人会・四国中央市宇摩倫
理法人会にて、純粋倫理を学び、モーニングセミナー
を通じて会員交流が行われ、結果として各単会が活
性化しています。
　今治市倫理法人会は設立以来安定的な会員数で

東予地区を引っ張っており、タオルと海運の町として、
また東予地区のタグボートの役割を荷ってもらっています。

　愛媛県はもちろん、四国の工業出荷額 1 位から4 位まで
を占めている東予地区各市の倫理法人会は、愛媛のタグ
ボートとしての高い意識と倫理実践による自己資質向上を目
指し、愛媛の地域活性化のために企業への活力朝礼の推
進を計りましょう。
　結びに倫理法人会、会員各社の益々のご隆盛とご活躍
を心から祈念申し上げます。
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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㈱

副会長
山 本 ち さ と
茶道裏千家
松柏会

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。
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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

  Morning Seminar   Morning Seminar   Morning Seminar   Morning Seminar

  Morning Seminar   Morning Seminar  Morning Seminar

  Morning Seminar   Morning Seminar

  Morning Seminar   Morning Seminar   Morning Seminar   Morning Seminar

  Morning Seminar  Morning Seminar  Morning Seminar  Morning Seminar

  Morning Seminar



時間

場所 ANAクラウンプラザホテル

時間未定

平成31年度
女性塾「縁」

4/24
（水）

平成31年度
普及達成式典

7/10
（水）

平成31年度
四国交流会

6/1
（土）

 有限会社合田石材

  新居浜市久保田町 1 丁目 2 番 5 号富士火災新居浜ビル 1F
  TEL 0897-47-5323

  四国中央市中之庄町 1664
  TEL 0896-24-5596

  香川県観音寺市豊浜町 557-1
  TEL 0875-52-2446

　弁護士になって約 30 年、愛媛県に法律事務所
を開設してから、約 10 年になります。当事務所は
大阪・今治・新居浜と3カ所ありますが、今では、
愛媛での仕事が私の主な仕事場となっています。
当事務所は、迅速かつ丁寧をモットーとして、依
頼者や相談者に対応しておりますが、相続や離婚、
交通事故、金銭問題等、業務内容は多岐に亘っ
ており時には労働問題や医療過誤なども扱っております。依頼者や相談
者のニーズに沿った対応又、めまぐるしく変わる時代の変化に的確に対応
できるよう、日々 、研鑽する必要があります。
　倫理法人会には、今治に事務所を開設した際に、夫で同じく弁護士で
ある桑森章が「今治市倫理法人会」に入会し、その後私も新居浜市に
事務所を開設した際に「新居浜市倫理法人会」に入会しました。MSには、
出来るだけ参加するようにしています。会員には、事業主の方が多く又、

業種も多種多様で、会員の方
の色々な話を聞くことで、法曹
界とは違う業界に触れる事が
出来、有意義な時間を過ごす
ことができるMS の 1 時間とそ
の後の会員の方との朝食の時
間は私にとって大切な時間と
なっています。

　ダスキン経営理念の中に、「自分に対しては損と
得とあらば損の道をゆくこと他人に対しては喜びの
タネまきをすること」という言葉があります。「なぜ
損と得とあったら損を選べと言ってるのか、普通は
得はどちらか ?と考えてるんじゃないのか」言って
る意味がわからないし、ましてや損を選ぶという勇
気もないままでいました。それでも毎朝朝礼で全員
で唱和していますと、自分なりにぼんやりと言葉の意味が感じられるように
なりました。

　倫理法人会に入
会し専任幹事の役
を頂き、セミナー参
加者に喜んでいただ
くために全力を尽く
す日々 が、のちに非
常に学びの多い体
験だったと大変感謝
しています。

　2016 年活力朝礼発表会に向けて従業員全員で練習し、心が一つに
なった実感と感動が今でも脳裏に焼き付いています。
　これからも純粋倫理をしっかり学び、経営に活かしたいと思っています。

　明治 36 年に創業して、はや約 116 年（※
2019 年現在）が経過しようとしています。墓石・

灯篭の制作に励んで
参りましたが、それに
加えて、現在では記
念碑・銅像の台石・
建築石材・エクステリ
アなど幅広く営むようになりました。初めての
お客様でも安心していただけるよう、形やデ
ザインだけでなく石材の吟味からお見積り、
彫刻文字の打ち合わせなど、きめ細かいサ
ポートを心掛けております。

　そして当社ではお墓のリフォームをはじめ、お墓の建て替え、磨き直し、
クリーニング、石碑・墓誌の追加など様々なアフターサポートも行っており
ます。当社で建てられた方
はもちろん、そうでない方も
お気軽にお問い合わせくださ
い。そして倫理法人会への
入会を期に毎週勉強させて
いただきより良い職場環境を
作れるよう活動しております。

 弁護士法人 桑森法律事務所

会員企業紹介

 ダスキンあたっく

新居浜市

四国中央市四国中央市

弁護士
桑森 ひとみさん

新居浜市倫理法人会
広報副委員長

代表取締役
熊野 輝彦さん

四国中央市倫理法人会
青年委員長

代表取締役
寺尾 直樹さん

四国中央市倫理法人会
普及拡大委員長

  新居浜市篠場町 2 番 15 号
  TEL 0897-47-4095

　『メルファーふたがみ』は、ブルーベリーとブドウ
の観光農園で、栽培を始めて８年になります。当
園は６次産業に取り組んでおり、スタッフ一同、皆
様に美味しいブドウとブルーベリーを提供できるよ
う、農薬・化学肥料を一切使わず、すべて手作
業で栽培しています。

　『メルファー』はメル
ヘンファームの略で、農園で「童心に戻って、
想い出作り」をしていただきたいと言う思いを
込めています。
　当園のブルーベリーは茨城県土浦市より調

達し、約 5,000㎡に約 800 本（8 種類）を植付け、無農薬で栽培しています。
ブドウは「新短稍栽培」で栽培し、山形県上山市より調達した苗木を約
4,000㎡に、約 100 本植付けています。
　また、自家製「ブルーベリージャム」は愛媛県岩城島のレモンを使用し、
グラニュー糖を通常の半分しか使用しない甘さ
控えめのジャムで、添加物を一切使用していな
い当園の人気商品です。
　『メルファーふたがみ』は安全安心な果実を
提供し、皆様の憩いの場所になれるよう、スタッ
フ一同日夜努力していますので、今後ともご愛
顧のほどよろしくお願いいたします。

 株式会社メルファーふたがみ 新居浜市

農園長
二神 明宏さん

新居浜市倫理法人会

活動報告

5/26
（日）

96 名（内未会員 21 名）という、多くの
方にご参加いただきました。講師の熱が
伝わる、素敵な会となりました。

徳島県にて四国交流会が開催されました。
多くの仲間と、多くの学びを共有する時
間となりました。
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「よし、朝礼ブームを巻き起こそう!!」
「初心者マーク限定!! 朝礼コンテスト、大成功」

愛媛県朝礼委員長　田中修司

　朝礼委員会の役割は、活力朝礼を広め、会員企業を元気にすることです。中西会長
から「新しく活力朝礼を始める会員を増やしたい」という指令をいただき、初心者企業
を対象にした朝礼コンテストを開催することを決めました。
　「1年後に新規導入企業が30社以上増えて、元気いっぱいの活力朝礼が内外で評
判になり、活力あふれる倫理法人会になっている」のを目指して、県内単会の全員の
参画で、コンテストをやりきることにしました。今回のコンテストの成功の鍵は、参加
資格のある新規導入企業をどれだけ集められるかです。全単会の協力で34社のエン

トリー企業が集まりました。3月にはイベントの機運を高めるために、県内
を縦断するように地区予選大会を南予・東予・中予の順で開催しました。
ビデオ上映を審査員が判定するスタイルで行い、勝ち残った3地区を代

表する5社が決勝大会に臨みました。
　5月26日、日曜日、快晴、東温市の見奈良温泉利楽にて、決勝大会

は開催されました。164名の人が詰め掛け、マスコミ4社の取材
が入り、場内は熱気で包まれました。実演による審査員の判定に
より優勝企業が決定されますが、出場チーム毎に応援者のエー
ル合戦が行われ、さらに大会を盛り上げました。受賞の結果は次
の通りでした。

　①朝礼コンテストの部優勝は、松山にぎたつ倫理法人会所属、「株式会社sopiro」
　②エールの部グッドエール賞は、「西条市倫理法人会」
　③動員の部、最多動員単会賞は、「松山にぎたつ倫理法人会」
　そして、決勝大会へ出場した企業に、「活力朝礼優良企業認定証」が授与されまし
た。今後、各地で羨望を受けながら、活力朝礼の取り組みを進めていく模範となってい
ただけるのを期待して授与されました。熱気あふれる実演の様子は、早速当日の夜の
EBCニュースでテレビ放送されました。わずか1年で県内にブームを巻き起こせると
は思っていませんが、初めの一歩としては、上々の盛り上がりであったと評価していま
す。成功の要因は、県役員、地区長、全単会が一丸となり、それぞれの立場で責任を果
たし、協力して大会を準備運営したことにあります。「一つに成る」これが、愛媛県倫理
法人会の強みだと確信しました。
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株式会社sopiro 様株式会社sopiro 様
優勝!!優勝!!

平成 31年度 
朝礼コンテスト決勝大会

活動予定



  松山市北井門 3 丁目 10-8
  TEL 089-909-5110

 夢コンチェルト株式会社（ついてる保育園） 松山市中央

　ついてる保育園は夢コンチェルト株式会社が経
営する認定保育園です。原田静枝園長は、40
年近く教員として教育に携わってきました。在職中
から幼児教育の必要性を強く感じ、その思いを捨
てきれず退職後に私財を投入し、「夢コンチェルト
株式会社」を設立、「ついてる保育園」を開園し
ました。夢に向かって第二の人生のスタートです。
しかし実際に運営をスタートさせると、これまで経験したことがない経営に
かかる様々な課題が起こりました。そんな状態の中でしたが、開園まもな
く知人の紹介で倫理法人会に出会い、直ぐに加入しました。MS にはほ
ぼ皆勤を続けています。そこでの学びにいろんなヒントを与えていただき、
また多くの人 と々出会うことができました。これからも倫理での学びを糧に
「日本の未来をつくる子供」を育ててまいります。

代表取締役
原田 静枝さん

松山中央倫理法人会

会員企業紹介
  四国中央市上分町 734-2
  TEL 0896-22-4667

  松山市畑寺 3 丁目 4 番５姫彦温泉
  TEL 089-960-1441

 カイロプラクティック SLOWFLOW  癒和香庵 姫彦温泉店四国中央市宇摩 松山市

　カイロプラクティックSLOW FLOW 院長の石井
秀明と申します。｢カイロプラクティック｣ とは、骨盤
や背骨の歪みに対して手を用いて矯正し、身体の
神経生理機能の改善を図り、健康の回復と増進
に寄与する学問と治療法です。世の中にはどこに
行っても良くならない ｢肩こり、腰痛｣ に代表され

る諸症状に悩
まれている半健康体の方々が非常に
多いです。医業の分野の中でも、こ
の ｢肩こり、腰痛｣ などに対応すべ
き医療が、今最も求められているの
ではないでしょうか。健康生活の普
及のための院外活動としまして、コミュ

ニティ施設、学校、老健施設等での健康講座、体操教室、企業様向け
の出張健康講座、施術体験会などの活動も行っております。倫理法人会
に入会させていただいて約半年にな
りますが、これからの自分の仕事や
生き方について考え見つめ直すこと
ができるようになり、感謝の気持ちで
いっぱいです。これからも倫理につ
いてたくさん学ばせていただき、社会
に貢献できるように邁進いたします。

　媛彦温泉二階にあるアロマエステサロン。精
油の香りと手の温もりで極上の癒しを提供いたし
ます☆

　2 月からホットス
トーンを使用した
腸セラピーなどの
新メニューも取り
入れています。石鎚山から発掘されるマ

テラ鉱石で作られた、媛彦温泉ならではのストーンを使用しています。身
体の中から、真の美と健康、本質のトータルリラクゼーションを目指します。
　また、去年からYouTube で鴨頭嘉人さんや、他色んな方から倫理の
お話を聞き、興味が湧きました。自分が将来経営者になる為の準備に備
えて、通おう! そんな思いでいたら本年 2 月から経営者になることが決まり、
facebook で松山市倫理の玉井さんと知り合い、自ら松山市倫理に入会し
ました。全て心に決めると、現実に引き寄せられるんだと正に倫理体験で
した。また、この度モーニングセミ
ナーの司会を務めさせていただくこ
とになり、加速して成長していける
予感にワクワクしています。
　最後に、志ある素晴らしい先輩
方がいるこの倫理法人会に入れて
私は幸せ者です。

院長
石井 秀明さん

四国中央市宇摩倫理法人会

代表
武智 理香さん

松山市倫理法人会

  新居浜市泉宮町 3-3
  TEL 0897-35-2232

  西条市丹原町丹原 190
  TEL 0898-68-7972

　21 歳の時に縁がありまして、松山で独立をい
たしましたが、4 年目で挫折しました。心機一転、
改めて新居浜で会社を設立いたしました。昭和
45 年は、世の中には人口が増え、当社も高度経
済成長の波に乗り発展をし、おかげさまで、今年
で創業 53 年目になりました。
　只今、新社長に交代中でありますが、今は
90％程引継ぎが出来ています。新社長には、思
い切って、やりたいことを力いっぱいやってもらいたいです。
　創業当時から変わらず「常にお客様に喜んでいただく働きをする。」が
当社の理念です。行動指針は「会社は健康会社」として宣言をし、「足
を動かせば幸せが来る!」をキーワードに日々 励み、推進をしているところ
です。
　先日、5 月3日・4日　「晴れの国おかやま24 時間 100 キロ歩行」に
参加をし、奇跡的に 23 時間 39 分で完歩することが出来ました。自分で
もビックリしております。私の参加目的は、健康で、希望に満ちた人生を
歩むためです。私を含め、社員全員が心身ともに健康でなかったら会社

経営は継続できないと思います。
　今からも、倫理法人会に誘って
くださった、故 清水 信行氏に感
謝しながら、モーニングセミナーに
参加して、自分の気づかなかった
ことを学び、健康で希望に満ちた
人生を歩みたいと決意いたします。

　西条西倫理法人会専任幹事の佐伯貴之です。
西条市丹原町で㈲丸佐畳店を経営しています。
仕事内容は新畳製造販売、古くなった畳表の張
替え（表替え）など畳のリフォームをしています。
父の代よりこの地で仕事をさせていただいているな
かで心がけている事があります。畳は色々な材料

（床・表・縁）を組み合わせ１畳１畳製作します。
出来上がるまでわかりません。わからない品物をお客様は当店を信用して
注文してくれているので、その信頼を裏切らない。また、頼まれたことに
は誠心誠意応えられるようする。仕事を終え、部屋が綺麗になったと喜ば
れると次も頑張ろうと嬉しく思います。倫理に入会して仕事を出来る喜び、

物を大切にする、な
ど学ぶことが多く有
ります。 現 在、和
室の減少により以前
に比べると畳業界
は大変な時代を迎
えています。これか
らもお客様に喜ん
で頂けるように心掛
け続けていきたいと
思います。

 永田化学有限会社  有限会社丸佐畳店新居浜別子 西条西

代表取締役
永田 光春さん

新居浜別子倫理法人会
相談役

佐伯 貴之さん

西条西倫理法人会
専任幹事

  今治市八町 3 丁目 5-24
  TEL 0898-22-7111

　51 年前より、今治市郷本町で父が開業しました。
ホンダ車を中心に、新車中古車の販売、整備など

のサービスを行っていま
す。僕自身は 23 才で入
社し、現在は専務として
日々の業務に取り組んで
います。昨年１月今治バ
イパスに移転し、昔ながらのお客様はもちろん新
しい店で新しいお客様方と、フレッシュな気持ち
で接客にあたっています。
　今治市倫理法人会には、15 年前の設立当

時から入会しています。しばらく不参加でしたが、会員さんの誘いもあり
今年からMS に出席してみる事にしました。MSってパリッとカチッと進行し
ますよね ? 僕にとって、それがとても気持ち良いんです。講話も、常識で
は当たり前の事も理論的な話であったり普段の生活での、道しるべのよう
だと感じています。スタッフやお客様への、話し方の勉強になる所も気に
入っています。朝食会（今治国際
ホテル朝食ハイキング）も楽しみのひ
とつです（笑）。
　目標は、現在は目で追うのに必死
の倫読です。近いうちに、ぜひ挑戦
してみたいです。

 株式会社今治ホンダ 今治市

専務取締役
益田 忠史さん

今治市倫理法人会

  新居浜市船木 4047-4
  TEL 0897-27-6050

　身体機能の維持・向上を通じて地域の高齢者
に充実した日常生活を送っていただけることを目的
に設立され、令和元年 5 月1日に介護保険利用
者を対象とした介護予防運動を主とする短時間型
の介護予防運動デイサービス 1 号店『リハサロン
船木』が新居浜市船木にオープンしました。
　高齢になると、肩から背中、足腰の筋肉が衰え
てきますが、正しい方法で運動をすれば、 衰えた
筋力が強化され、つまずきや転倒予防、また杖無しで歩けるようになったり、
歩行が楽になったりと、生活する上でプラスになります。1日約 3 時間の
午前・午後の 2 部制となっており、1日通うデイサービスが苦手な方にもお
ススメです。
　当施設では 4 つのマシーンを使ってトレーニングを行います。4 つと聞い
て、それだけ ?と思われるかもしれませんが、回数や質をきちんとデータ
管理して進めていくので、十分なトレーニングを提供することができます。
運動機能が低下した高齢者のために開発されたシステムなので、同じ条
件下でトレーニングができ、次のステップに進む目安も明確です。「ちょっと
しんどいけん、回数減らしてや～」と、人間なら許してくれるかもしれませ

んが、機械は残念ながらそうはいきませ
ん。無理なく確実にトレーニングを進め
ることができ、運動不足の解消のみな
らず仲間との交流も楽しみの一つです。
　誕生したばかりの施設ですが、利用
者さまと共に歩みながら、地域福祉の
向上に貢献していきたいと思っています
ので、どうぞよろしくお願いいたします。

 合同会社みどりあおい 介護予防運動デイサービス リハサロン船木 西条市

所長
高橋　保さん

西条市倫理法人会
副会長

  松山市南江戸 2-6-22 パールハイツ森川 1F
  TEL 089-909-6788

 AHAHA PHOTO STUDIO 松山にぎたつ

　自分を磨くとは、なんだろう? ふとした時に頭に
浮かびます。誠実に堂 と々生きたい。優しく、配
慮が行き届く行動をしたい。様 な々方から感謝をい
ただける人になりたい。そのために、自分を見つめ、
考え、実践することが自分を磨くことなのだろうか？
純情といえるのだろうか ? 自問自答は絶えません。
　毎週、変わらない場所に、変わらない素敵な仲
間がいてくれます。たくさんの個性が溢れ、たくさんのエネルギーをいただ
きます。すると、色々あれこれ考えすぎず、目の前に向かって正面からぶ
つかっていこう!という気持ちにさせていただきます。心配せず、これでい
いんだな、と心を整えさせていただいております。

　自分はもっと、これから
の身ではありますが、今の
仲間やこれから仲間になっ
てくださる方に、自分がし
ていただいているようにエ
ネルギーを伝え、迷ったと
きには、ちょっとした道しる
べになれるよう、ますます

精進していく所存です。それが、自分の家族や友人・知人、そして私の
お店を慕い、ご利用してくださるお客様の為になると信じ、歩んでいきます。
ご拝読有難うございました。

代表
南林　良さん

松山にぎたつ倫理法人会
広報委員長
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　サラリーマン時代に上司が新居浜の倫理法人
会に入っていました。ある時誘っていただき、モー
ニングセミナーに参加したのが倫理との出会いでし
た。その頃は倫理の教えは正直、右から左でほと
んど実践していませんでした。その後勤めていた
会社も辞めてしまったので、数年間は倫理と無縁
の状態でした。しかし、諸事情で平成最後の年に
今の事業（害虫駆除）で独立をすることになり、経営者の会に誘われる
ようになりました。その中で倫理法人会のボーリング大会に誘われて行きま
した。そこで、再度倫理と出会い、倫理経営講演会やモーニングセミナー
に参加したことで、なんとなく倫理っていいなと思いました。その時誘って
頂いた、松山伊予倫理法人会の菅さんと一緒に学んでいけたらいいなと
思い、独立して 2ヶ月目に倫理法人会に入会することを決意しました。
　今後は、モーニングセミナーやナイトセミナーに積極的に参加して倫理を
学んでいきたいです。

　平成 31 年 4 月から倫理を学ぶようになり、ようやく早起き
に慣れてきました。何事も「はい、喜んで」の精神で、世
のため、人のため、日々 精進しております。
　倫理法人会に入会するきっかけになったのが、にぎたつ
倫理法人会、会長より「ビジネスよりも大事なのは家族です。
自分の意見を主張せず、まず奥様の考えを受け入れてくださ
い」との言葉に感銘を受け、そして、毎日の早起きを習慣に
したきっかけは、同法人会、相談役から「一日だけのモー
ニングセミナーで、結果がでなければ、全曜日のモーニング
セミナーに参加してみてください。朝食会の参加は忘れずに」との言葉に感化され、実
践しております。たくさんの出会いと共に、たくさんの方の支えに感謝し、毎日、楽しん
で参加しております。今後、自分がどこまで成長できるのか今からわくわくしております。
　「人に対して、一途に一心」が当社の理念です。サンク（感謝を）エル（得る）は、
感謝の気持ちをお伝えし、感謝をいただく。感謝・笑顔・あいさつ・日本一を目指して、スタッ
フ一同「サンクエル」に取り組んでいます。
　当事業の「リハビリデイサービスここから」は松山市松末にあり、介護が必要な高齢
者に福祉サービスを提供しています。少人数制・短時間のリハビリデイサービスです。リ
ハビリプログラムは1回3時間程度となっています。もっと体を動かして充実感を得たい方、
軽い運動を継続して行っていきたい方にぴったりの、身体機能の訓練に特化したサービ
スをご提供しています。歩行などにサポートが必要な方でも、どなたでも安心して取り組
めるメニューです。スタッフはそれぞれ、鍼灸マッサージ師、柔道整復師、介護福祉士
の国家資格を持ち、そのときどきの健康状態・ペースにあわせて丁寧に対応しております。

今以上に身体能力が低下しないために、いつま
でも自分の意思でアクティブに過ごせるように、今
から・ここからやれることがあります。日常生活や
歩行に老いを感じて、好きな事を好きな時に行え
る幸せを実感したいために、リハビリデイサービ
スここからは、そんな想いをかなえます ! みんな
一緒に少しずつ継続してがんばっています !

 有限会社アーキテクトイザワ

 四国旅行株式会社

  松山市菅沢町甲 975-5
  TEL 089-914-0351　E-mail arcizawa1338@nifty.com

  宇和島市並松2丁目3-22 アヴァンティ・ナカヤマ1階南号室
  TEL 0895-25-7270

東温市

宇和島市

　一般木造住宅工務店【新築・リフォーム】の
有限会社アーキテクトイザワの井澤剛一です。
　多くの人が手にいれたいと思う住宅。結婚され、
家庭を持つと更にその願いは強くなるでしょう。そ
れは家族と一生快適に過ごせる場所を探している
からだと思います。生活するなかで一番の基盤は
家族です。一緒にご飯を食べ、お風呂に入り、会
話をしたり、そんな暖かい日常生活の団欒の場が「住まい」だと考えます。
10 の家族がいれば、10 のライフスタイルがあります。それぞれ家族のライ
フスタイルにあった自然素材＋健康住宅を基本的なコンセプトにしてお客様
の想い、考えのすべてをヒアリングして、納得できるご提案させていただき、
後悔のないあなたのご家族だけの「お住まい」を創り上げていきます。

　宇和島市で旅行業を始め、今年で創業 43 年。
先代が宇和島自動車観光部門から仲間と共に独
立をし、四国旅行㈱を立ち上げる。平成 25 年に、
今の事務所（並松２丁目）に移動する。当初は
携帯もない時代。旅行に出ている際は公衆電話な
どから各手配場所へ連絡をしたりと、今思えば大
変な事を当たり前のようにやっていました。

　旅行とは毎度毎度お客様に与える影響が変
わってくるものです。その日の天気、風景、食
事等、前回と同じということは一度もありません。
その中で少しでもたくさんの人にいい思い出が
できるような旅を提供したい、との思いを抱き日々
奮闘中です。また「地域に密着し、お客様と
の旅の確立を図る」という理念の元、宇和島
に少しでも観光客が来て欲しい !という思いで、
着地型分野への取り組みも考えております。

　昨今はインターネットの普及に伴い、色 な々情報が飛び交う中、旅行業
も厳しい状況が続いていますが、その中でもやはり倫理でもある「人との
繋がり」が大事なのだと思います。「職場の教養」、「セブンアクト」を会
社の朝礼に導入し、職員共々明るい会社作りを目指しております。
　MS での活動にて、朝から声を出すことの大切さ、色 な々ジャンルの方
のお話を聞き、それを自分の事として実践していくこと、日々 勉強です。

代表取締役
井澤 剛一さん

東温倫理法人会
MS 委員長

榎本 晋太郎さん

宇和島市倫理法人会
広報委員長

  伊予市灘町 109 番地 3
  TEL 089-982-0420

 竹田時計店 伊予市

　竹田時計店は昭和 8 年に祖父が創業し、父、
私で 3 代目になります。時計・眼鏡・補聴器・宝
石の販売、修理をしております。見る。聴く。思
いやり。をモットーに日々 技術向上に努め、お客様
に喜んでいただけるように頑張っています。
　倫理法人会に入会して 4 年が経ちました。最
初の 3 年間は数回モーニングセミナーに参加した
程度でしたが、松尾初代会長・西田会長・伊予市倫理法人会の仲間に
笑顔でおはようと声をかけていただいているうちに、自分自身の心が「朝

早いの苦手」から「参加したい」
に変化していきました。皆勤とは
言えませんが以前よりもモーニン
グセミナーに参加させていただい
ております。
　倫理法人会に入会して、実践
をすることの大切さと難しさを学び
ました。優しく、明るい仲間との
出会いに感謝の心を持ち、MS
に参加し、万人幸福の栞をしっか
り読み返して、仕事が向上するよ
う、地域社会に貢献できるように
日々 努力していきたいと思います。

代表
竹田 惣一さん

伊予市倫理法人会
普及拡大副委員長

会員企業紹介

  松山市別府町 621-22
  TEL 089-994-5911

 えーわい貸ふとん店 松山北

　私と倫理の出会いは、2009 年 9 月の MS に友
人から誘われて参加したことがきかっけです。その
時の講師が、現在の松本方面長（当時副方面長）
でした。お話の中で、「人間は、100日（約 3 か月）
同じことを実践すると習慣になります。3 年継続す
ると人生が変わります。」という言葉に感銘を受け
ました。MS 後の朝食会で松本方面長から、「八
束さん、中予地区には 6 単会倫理法人会があり、毎日開催されています。
明日から100日実践で MS に参加してみませんか ?」というお言葉をいた
だき、単会回りを始めることにしました。朝が苦手な私でしたが、毎朝決まっ
た時間に起き続けていくと習慣化し、起きれる自分に感動しました。100日

実践を終える前に、入会して真剣に学びたい
と、松山北倫理法人会に入会しました。
　私は、現在えーわい貸ふとん店を営んでお
ります。ホテルや葬儀社などの会社関係、ス
ポーツイベントの合宿や、長期休暇などの帰
省に家庭用などに大変便利だとご利用いただ
いております。1 組からお届けします。
　また、寝具の販売、布団専門の丸洗い事
業、快適睡眠の普及のため「快眠セミナー」
等も開催しております。会社で話して欲しいな
ど、お気軽にお声がけください。

代表
八束 彰彦さん

松山北倫理法人会
専任幹事

  伊予市双海町上灘甲 308
  TEL 089-989-6968

 株式会社 別府養魚場 松山にぎたつ

　別府養魚場井上信広です。伊予市双海町で錦鯉
養殖販売をしています。
　倫理を知ったのは、4 月の倫理経営講演会へ友人
の紹介で参加した時です。私は人見知りな性格で、少
なからず苦手意識があるままの参加でしたが、講演を
聞いて感動し、懇親会では名刺交換がこんなにも楽し
いのだと初めて知った次第です。お話した皆様とても
明るく前向きで、とにかく楽しく接してくださりました。全
てが目からウロコの心境でした。次の日のMSにも当然初参加させてもらいました。
　錦鯉は約 200 年前に新潟県の冬は雪深い山古志地方で誕生しました。その

後全国各地へ広がり、多くの先人方の努力の結果
多品種が固定され、生産技術、生体品質の向上
が続けられ、今や世界中に輸出されており日本文
化の一角を担うまでになっております。
　生き物相手の仕事ですから、日々 の観察、毎日

の細かい業務の積み重ねがとかく大切であります。とにかく倫理に通じる事ばか
りだと感じました。
　業界先人の言葉で「人間ができれば鯉は自然とできる。」私
の心に引かかっている文言です。人間性が錦鯉に表現されると。
　自身が変化出来るための何かきっかけが欲しいとずっと思って
いました。何かは解らず漠然と過ごしていた時に倫理と出会う
事が出来ました。一歩ずつ倫理を勉強する事で全てが良い方
向へ繋がる気がします。
　令和の始まった５月より入会させていただく運命的な感動を胸に少しでも皆様
のお役に立てるよう１つずつ勉強していきます。よろしくお願いいたします。

代表取締役社長
井上 信広さん

松山にぎたつ倫理法人会

  松山市松末 1 丁目 5 番 10 号
  TEL 089-943-3939

 株式会社サンクエル 松山にぎたつ

代表取締役
川野 将之さん

松山にぎたつ倫理法人会

  松山市東長戸 2 丁目５-24 フェレスタ 201 号
  TEL 089-989-5482

 BROS ～害虫駆除・庭木剪定のブロス～ 松山伊予

代表
松田 政文さん

松山伊予倫理法人会
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１日のはじまり方で、意識が変わる。人が変わる。

まず、経営者から変わってみませんか。

朝活のススメ
モーニングセミナー&活力朝礼

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 !

　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 !

おはようございます!!

良かった !!

社長、変わったね
僕らも頑張ろう !

「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

「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。

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。

おはようございます!!


