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　昨年9月より愛媛県倫理法人会会長を
拝命致しました松尾　桂と申します。

平素は倫理法人会活動に深いご理解とご支援を賜り、心よ
り感謝申し上げます。
　令和2年度倫理研究所事業方針は、昨年に引きつづき「地
球倫理の推進」と「日本創生」を二大スローガンに掲げつつ、
「さらなる“新”に挑む」を基本方針としています。
　全国10万社実現に向けた、ゆるぎない7万社体制確立
5ヵ年計画の最終年度でもあり、私たち愛媛県倫理法人会
の会員一同は、県の活動計画書に基づき達成意識を喚起し、
全役職者一丸となった堅実な普及活動により、確実な成果
を上げて参ります。

　その活動においては、会員の皆様が自信と誇りを実感で
きるよう、会長としての職責を全うするつもりです。
　愛媛県のスローガンは「誇り」サブテーマは「～やるぞ愛
媛の底力～」とさせて頂きました。
　愛媛県の歴史は古く諸先輩により築かれてまいりまし
た。古き良き慣習もあれば悪しき慣習もあり、全て法人局
の方針通り基本に忠実な活動を推進します。「目標は高く・
信念は強く・頭は低く・実践は足元から」を合言葉に全役
職者一丸となり、あえて高い目標を掲げれば、人間は意欲
的となって能力を発揮し、創意工夫も生まれるものです。
さらに、やり抜く努力の中では知恵も湧き、成果に対して
も一段と大きな喜び、誇りが得られるものです。そして、
達成から得た自信が信念となり、県組織全体の志気の高揚
と資質の向上につながると考えています。
　最後に、会員企業の皆様のご健康と、事業の益々のご発
展をお祈りいたします。
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　12月19日ウェルピア伊予にて愛媛県倫理法人会中予地区主催による
特別ナイトセミナーを開催いたしました。講師は渋谷区倫理法人会の会
員の「株式会社てっぺん」社長の大島啓介氏。
　演題は「本気のチーム作り～共に学び共に成長し、共に勝つ～」
　大島氏の「どうすれば過去最高の一年になる？」の答えは「明朗、愛和、
喜働」まさに倫理！
　子どもの可能性を引き出す最高の方法は、家庭の空気、お母さんの笑顔、お父さんの役割は、お母さんをどれだ
け喜ばすか！未会員62名含む212名の参加者は大島氏による全員参加型の講話に魅了されました。
　2020年！いかに自分の心を喜ばすか？自分を変えるのは誰と学ぶか？必勝＝必笑
　楽しく予祝すること。終了後の名刺交換会も有意義な素晴らしいひと時となりました。今後の活動に是非生かし
ていきたい、来て良かった、と参加者から感想の声がありました。

大島啓介氏  特別ナイトセミナー開催

　万人幸福の栞17ヶ条の最初の一条です。丸山敏雄が一番
に力を入れている条項でもあります。この条項をまとめて
言うと“日々好日”すなわち苦しい日、つらい日があっても
その日をよしととらえ、生活を好転させようとする積極的
意図を持っています。
　又昨日を悔み、明日を憂える、これは人生にとって一番
不幸なことです。今を希望にみちみちた素晴らしい日とし
て生きようではないかと教えているのです。又倫理は科学
的でなければいけないと、この条項で示しています。今を

全力投球して喜んで生きる。
　又成功の秘訣としてこのように強く述べています。「気づ
いた時、気軽に喜んで処理をする」気づくと同時に行うこれ
が倫理の一番大切な“即行”です。又第一感を働かせよとも
言っています。最後になりましたが、世の中には宝の山に
入りながら、素手でぶらぶら引き返す人がどれだけいるで
しょうか。倫理のこの17ヶ条も幸福をつかむ宝の山です。
どうか手ぶらで帰らないようしっかりと教えを守り日々最
良の日にしていただいたらと願いを込めています。

法人アドバイザー　岡田　紀夫
にちにちこうじつ

「今日は最良の一日、今は無二の好機」　第 1 条
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　弊社は、あらゆる加工食品向けの業務用エキス
調味料を製造販売しており、身近な商品ではカニ
かまぼこに使用されるカニエキスが国内トップ
シェアの生産量を誇ります。業界ではいち早く
HACCPを取得しております。長年の研究開発か
ら生まれた機能性食品素材の「サーデンペプチド」
は血圧抑制作用の特定保健用食品（トクホ）や機能
性表示食品の原料として唯一無二の商品です。血
圧関連トクホの許可数では国内最多であ
り、その成果で「グッドカンパニー大賞優
秀企業賞」「ものづくり日本大賞四国経済
産業局長賞」等を受賞しました。
　倫理法人会入会からは活力朝礼を取り入
れ、モーニングセミナーには管理職全員が
数名ずつ交代で出席し、ナイトセミナーには10名近くの若手社員が自
由参加しています。それによって社員同士はもとより、来客への挨拶
にも積極性が出て、人間関係がより良好になった結果、製品の品質向
上にも繋がりました。さらに後継者育成の一環として、香川県の後継

者倫理塾（四国では香川しか実施して
いないため、香川県の単会にも加入）
で倫理を軸とした経営について深く
学ばせてもらっています。今後は倫
理をさらに実践し、主体的に行動す
るような核となる若手人材をもっと
増やしていきたいと思います。

　看護師としての20年以上の経験を活かして、県
内では唯一である「ナースによる、ナースのための
セルフケアプログラム」を開発（平成30年度女性
チャレンジプラン採択事業）しました。主に病院や
クリニックで勤務される看護師さんを対象にナー
スのためのセルフケアアドバイスを行うことに
よって、ストレスを抱える現場スタッフが、自ら
ストレスを調整できるような研修を実施していま
す。人手不足が叫ばれる中、職場の人材離れを防ぐだけでなく何より
もスタッフ自身が仕事に喜びと生きがいを感じ、「愛のある」看護を提
供する環境づくりを目指しています。
　昨年末に入会したばかりなのですが、看護師時代に住んでいた新居
浜でホンマルラジオのパーソナリティも務めており、そのご縁で“新
居浜の父”こと坪井さんとの出逢いで入会しました。すぐに新居浜別

子にて初講話の機会をいただくなど、
講話を通じて自分自身の見方が変わ
り、成長を実感できる貴重な経験と
なっています。創業間もない自分に
とって、常に倫理の先輩方が気に掛け
てサポートしてくれることは本当に有
難く感謝しています。これからも、自
分の習慣を変えるキッカケをいただ
いたこの会でもっと感性を磨き、人
間的に成長していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

　もうじき40歳という頃、転職により不動産会社
に入社しました。まるっきりのど素人で、一から
不動産業を学び取り組んでいく中で、これぞ天職
だと思えるほどやりがいを感じ、一生の仕事にし
たいと思うようになりました。そして10年後の
50歳で宅建免許を取り、念願だった起業に至りま
した。息子に一緒にやってみないかと声をかけた
ところ、母さんの為になるならと快く承諾してく
れたおかげで、親子で営むこととなりました。
　弊社は、新居浜市を中心に不動産売買の仲介事業を主に営業して
おります。こつこつ頑張る中で信用を勝ち取っていけばやれると信
じ、ようやく今年3月16日で5年目を迎えることが出来ます。ひとえ
にお客様、ご協力業者様、ご縁のおかげだと感謝の限りです。
　今年からは、土地等買取り事業にも手掛けていく所存ですので、
何かありましたらいつでもお声かけください。
　倫理法人会に入会したきっかけは、土地の売買契約を締結させて

頂いた社長様からのお誘いでし
た。当初は、何もわからず入会し
た次第ですが、皆さまとの関わり
を重ねていく内に、倫理の素晴ら
しさを知り、またご縁が広がるこ
とが楽しく、今ではどっぷり倫理
にはまっております。これからも
倫理を学び、一つ一つ丁寧な仕事
を心がけ頑張ってまいります。

　倫理法人会は企業活性化のために、倫理研究所が毎月発行して
いる「職場の教養」を活用した元気な朝礼を推奨しています。
　一日一頁の「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。明るく元気な挨拶で社員の気持ちを高
め、心をひとつにして一日をスタートしたいものです。
　通常の朝礼は、ウォーミングアップ（仕事に向かう心身の準備）
と情報の共有化と徹底（連絡・報告など）がほとんどです。活力朝
礼では、通常の朝礼の内容はもちろん、目的の確認（企業の未来
を確認）、基本動作の習得訓練（企業の質的向上）、チームワーク
の強化（「職場の教養」でモラルの向上などがプラスされます。　
　『させられている感』の漂うマンネリ化した朝礼ではなく、社長
も社員も心をひとつに、会社全体が元気になれるような活力朝礼
を取り入れてみませんか。

「活力朝礼」のすすめ方については、単会事務局までご相談下さい。
会員企業の皆さまは無料指導が受けられます。 詳しくは事務局まで

活力朝礼を取り入れてみませんか!!

朝礼ひとつで、意識が変わる。人が変わる。
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大洲市平野町野田779番地2
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仙味エキス株式会社 南予地区会員企業紹介

東温市北方3254-1-402
  TEL 090-4786-5073

結寿庵 中予地区会員企業紹介

代　表

友澤 幸枝さん
松山伊予倫理法人会

会員

新居浜市政枝町２丁目1-26
  TEL 0897-47-8239

サクラス不動産 東予地区会員企業紹介

代　表
鷲崎 いづみさん
新居浜別子倫理法人会
研修副委員長

代表取締役社長
筬島 克裕さん
八西準倫理法人会
副事務長

パーソナルライフケアアドバイザー

新居浜市
倫理法人会

毎週木曜日 6：00～ 7：00
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

会長
大橋 勝英
（医）大橋胃腸肛門科
外科医院

Morning Seminar
日時
会場

四国中央市
倫理法人会

毎週火曜日 6：00～ 7：00
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

会長
日野 和男
大光チップ作業㈱

Morning Seminar
日時
会場

西条市
倫理法人会

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

会長
橘 眞理子
ウエディングギャラリー
マリィエ

Morning Seminar
日時
会場

今治市
倫理法人会

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

会長
森本 真博
㈲今治ヂーゼル工業

Morning Seminar
日時
会場

新居浜別子
倫理法人会

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

会長
藤田　 篤
㈱よしだ

Morning Seminar
日時
会場

西条西
倫理法人会

毎週火曜日 6：30～ 7：30
西条商工会議所東予支所
西条市周布220-2
TEL 0898-64-5000

会長
山本ちさと
茶道裏千家
松柏会

Morning Seminar
日時
会場

四国中央市宇摩
倫理法人会

毎週月曜日 6：30～ 7：30
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

会長
山川浩一郎
藤井㈱

Morning Seminar
日時
会場

松山市
倫理法人会

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

会長
赤瀬 昭紀
beauty&health sora

Morning Seminar
日時
会場

松山伊予
倫理法人会

毎週木曜日 6：30～ 7：30
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

会長
上田 　修
㈱上田電子開発

Morning Seminar
日時
会場

松山北
倫理法人会

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

会長
兵頭 栄介
三虎食糧

Morning Seminar
日時
会場

東温
倫理法人会

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

会長
越智 淳一
㈲ジェイオフィス

Morning Seminar
日時
会場

砥部
倫理法人会

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

会長
矢野 尚良
㈱Jリスクマネージメント

Morning Seminar
日時
会場

伊予市
倫理法人会

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

会長
西田 晃一
石田クリーニング㈱

Morning Seminar
日時
会場

宇和島市
倫理法人会

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

会長
宮本　篤
㈲宮本建築工房

Morning Seminar
日時
会場

大洲喜多
倫理法人会

毎週金曜日 6:00～7:00
愛媛舗道会館
大洲市中村231
TEL 0893-24-2155

会長
菊地 義一
㈱楽農研究所

Morning Seminar
日時
会場

八西
準倫理法人会

毎週火曜日 6:30～7:30
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
高橋 英行
アインス商事㈲

Morning Seminar
日時
会場

松山市中央
倫理法人会

毎週水曜日 6：30～ 7：30
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

会長
浮田 茂男
ネットグローバル㈱

Morning Seminar
日時
会場

松山にぎたつ
倫理法人会

毎週金曜日 6：30～ 7：30
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

会長
中川 周平
アザース㈱

Morning Seminar
日時
会場

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。


