愛媛県内 単会別 3月 のスケジュール

MARCH 2015

ひめりんねっと
3月号

平成27年2月21日現在

H IME R IN N ET

愛媛県倫理法人会

新居浜市倫理法人会
3/ 4㈬
3/ 5㈭
3/12㈭

水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース

3/ 4㈬

第208回MS 講 師／命名言霊学協会 ことだま師 日野 愛子氏
テーマ／あなたの名前、受け取っていますか？
〜氏名は使命。改名から解名へ〜

3/11㈬

第209回MS 講 師／（一社）倫理研究所 参与 田形 健一氏
テーマ／一十百千万の実践

3/18㈬
3/25㈬

講 師／佐伯 美恵氏
第210回MS
テーマ／アロマの話（仮）
本日のモーニングセミナーはお休みします。

お問い合わせは 事務局まで TEL ０８９-９８７-７０２５

木曜日 ６：００〜７：００ リーガロイヤルホテル新居浜

ナイトセミナー 講 師／㈱フジムラ 橋本 秀一氏
18：30〜19：30 テーマ／倫理を学び ものづくりから人づくり 企業へ
ユアーズ
講 師／㈱フジムラ 橋本 秀一氏
第832回MS テーマ／今があるのはあなたのおかげです
講 師／パステルヒーリングスペース オアシス 浜田 陽子氏
第833回MS テーマ／人との出逢いで学んだこと
講 師／

新居浜市倫理法人会

顧問

黒川 洋介氏・石川 稔氏・西原
3/19㈭ 第834回MS テーマ／新居浜市に想うこと

3/26㈭

西条西倫理法人会

司氏

講 師／法人保険研究所 永易 修治氏 ／ 塩﨑 純子氏
第835回MS
テーマ／独立、倫理法人会、そして今思うこと！

四国中央市倫理法人会 火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ
3/ 3㈫ 第676回MS ＤＶＤ研修「気と骨」スペシャル
倫理経営講演会 講 師／（一社）倫理研究所 参事 法人アドバイザー 山﨑 貞雄氏
3/ 9㈪ 18：30〜20：05 テーマ／ここに活路あり〜大転換期をいかに乗りきるか〜
師／（一社）倫理研究所 参事 法人アドバイザー 山﨑 貞雄氏
3/10㈫ 第677回MS 講
テーマ／いい出会いは宝
講 師／㈱中西組 代表取締役 中西 龍仁氏
3/17㈫ 第678回MS テーマ／私の徳のルーツ
講 師／岡田印刷㈱ アドバイザー（元会長） 岡田 紀夫氏
3/24㈫ 第679回MS テーマ／朝は宝の山
講 師／愛媛尾藤コンクリートサービス㈱ 代表取締役 岡田 美里氏
3/31㈫ 第680回MS テーマ／倫理と出会って
西条市倫理法人会

金曜日 ６：３０〜７：３０ ひうち会館

松山市倫理法人会
3/ 3㈫
3/10㈫

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルJALシティ松山

第１１92回MS 講 師／重松建設㈱ 代表取締役 重松 宗孝氏
テーマ／女性社員で住宅を創る
講 師／（一社）倫理研究所 参与 田形 健一氏
第１１93回MS
テーマ／一十百千万の実践

3/17㈫ 第１１94回MS

講 師／㈲カーショップタナカ 代表取締役 田中 光男氏
テーマ／私のおいたち

3/24㈫ 第１１95回MS

講 師／愛媛県酒造組合 専務理事 村上 光功氏
テーマ／国酒としての日本酒〜愛媛の地酒〜

3/31㈫

講 師／NPO法人愛媛がんサポートおれんじの会 理事長 松本 陽子氏
第１１96回MS
テーマ／わたしらしく生き抜く〜がん患者からのメッセージ〜

松山市中央倫理法人会

水曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

講 師／南海放送㈱ 代表取締役社長 田中 和彦氏
第７63回MS テーマ／南海放送とラジオドラマ
倫理経営講演会 講 師／（一社）倫理研究所 常任理事 法人局 局長 内田 文朗氏
18：00〜19：50 テーマ／ここに活路あり〜大転換期をいかに乗りきるか〜
（事業体験報告）講 師／㈱大江建築設計事務所 大江 義夫氏
テーマ／己が変われば良い
第７64回MS 講 師／（一社）倫理研究所 常任理事 法人局 局長 内田 文朗氏
テーマ／役に徹す
講 師／（一社）日本作詩家協会 会長・作詞家 喜多條 忠氏
第７65回MS
テーマ／ヒットの発想
講
師／愛媛県知事 中村 時広氏
第７66回MS
テーマ／愛媛県政について

3/ 4㈬
3/10㈫
3/11㈬
3/18㈬
3/25㈬

松山にぎたつ倫理法人会

金曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

講 師／Ｙera（イエラ）代表 桑原 紀代美氏
3/ 6㈮ 第606回MS テーマ／proceed
(プロシード) いったん止まって、
また進む

3/ 6㈮ 本日のモーニングセミナーはお休みしますので、東温のＭＳにご参加ください

3/12㈭

講 師／焼肉Ｄｉ
ｎ
ｉ
ｎｇ 天珠 代表
3/13㈮ 第622回MS テーマ／メンタル

3/13㈮

特別ナイトセミナー
講 師／パンチ 佐藤氏
18：00〜19：00
テーマ／パンチ佐藤トークショー
アサヒビール園
第607回MS 講 師／リージョナルデザイン㈱ 代表取締役 安孫子 尚正氏
テーマ／キャリア教育や仕事のことあれこれ

師／特定非営利活動法人すくらむハート 理事長 渡部 雄一朗氏
3/20㈮ 第608回MS 講
テーマ／pay it forward（次へ渡そう）

3/27㈮

講 師／（一社）倫理研究所 中国・四国方面長
3/20㈮ 第623回MS テーマ／実践のヒン
ト

水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル

講 師／医療法人同仁会 おおぞら病院 副院長 吉田 直彦氏

3/27㈮ 第６24回MS テーマ／慢心より健診…私だけは大丈夫と思っていませんか？

松山伊予倫理法人会

木曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルJALシティ松山

講 師／アーンジュ 渡辺 篤子氏
テーマ／未定
第497回MS 講 師／リアラン㈱ 代表取締役 宇野 一世氏
テーマ／エコ照明

3/ 5㈭

第603回MS

講 師／小学館 水鏡 なお氏
テーマ／好きだから続けられる事

3/12㈭

第604回MS

講 師／㈱ビジョンマップ 代表取締役 村中 淳児氏
テーマ／感動を創ると言うこと

3/18㈬

第498回MS 講 師／㈱三愛 代表取締役 村松
テーマ／未定

3/19㈭

3/24㈫

ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 大池 俊生氏
18：30〜19：30 テーマ／苦難福門

講 師／岩本社会保険労務士事務所 岩本 浩一氏
第605回MS テーマ／愛媛マラソンでサブ３，
５

3/26㈭

第606回MS

3/25㈬

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 大池 俊生氏
第499回MS
テーマ／生きている生かされている

第496回MS

新居浜別子倫理法人会

繁氏

水曜日 ６：００〜７：００ ウェディングパレスふじ

3/ 4㈬

第496回MS 講 師／アトリウムＲＥＮ 桐岡 敦子氏
テーマ／人は色の存在

3/11㈬

第497回MS

愛媛県議会議員

新居浜市議会議員

講 師／古川 拓哉氏
伊藤 謙司氏
テーマ／新居浜市の防災について

新居浜市在住

神野 恭多氏

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 平澤 清氏
3/18㈬ 第498回MS テーマ／美点発見
講 師／愛友サポート㈱ 市川 和弘氏
3/25㈬ 第499回MS テーマ／振り返ってわかった原点〜二度救急車に運ばれた経験から〜
講 師／レイキセラピストマスター 樋口 陽子氏
3/31㈫ 特別ナイトセミナー
18：30〜19：30 テーマ／幸せを惹き寄せる実践の極意

松山北倫理法人会
3/ 4㈬ 第４67回MS
3/11㈬ 第468回MS
倫理経営講演会
3/17㈫ 18：30〜20：30
第469回MS
第470回MS

3/13㈮

金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

第267回MS 講 師／㈲ニュー三和 仲村 靖氏
テーマ／倫理は面白い
講 師／㈱アイビ広告 代表取締役 吉田 秀明氏
第268回MS テーマ／日本歴 倫理的思考

3/20㈮

第269回MS

3/26㈭

経営者の集い 講 師／伸和メンテック㈱ 代表取締役 中川 伸一氏
18：30〜19：30 テーマ／元気なスタートは活力朝礼から

3/27㈮

講 師／伸和メンテック㈱ 代表取締役 中川 伸一氏
第270回MS
テーマ／苦難は気づきのいい機会

砥部倫理法人会
3/ 5㈭

講 師／㈱レスパスコーポレーション 越智 陽一氏
テーマ／故事成語をなぞる

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

富田 純弘氏

講 師／富田製薬㈱ 代表取締役
3/12㈭ 第１74回MS テーマ／倫理法人会との出会い

富田 純弘氏

師／とべりて代表 砥部町無形文化財 きよし窯
3/19㈭ 第１75回MS 講
テーマ／女性の力

3/26㈭

3/ 2㈪
3/ 9㈪
3/15㈰

月曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予

講 師／中国・四国副方面長 田島 康賢氏
テーマ／勇者の選択

3/18㈬ 第739回MS

講 師／フリーアナウンサー（元南海放送）宇都宮 民氏
テーマ／選択理論心理学とラジオ

3/25㈬ 第740回MS

講 師／㈲アドキー 代表取締役 岸本 徳隆氏
テーマ／倫理に出会って思うこと

大洲喜多倫理法人会

3/20㈮

3/10㈫

第30回MS 講 師／愛友サポート㈱ 代表取締役 市川 和宏氏
テーマ／お役を頂いて学んだこと

3/16㈪

経営者の集い 講 師／相羽建設㈱ 会長 相羽 正氏
18：30〜19：30 テーマ／活力朝礼が社員と会社を変えた

3/16㈪

講 師／相羽建設㈱ 会長 相羽
第31回MS テーマ／万全な事業継承

正氏

3/23㈪

講 師／㈱グラッツェふじ 藤田 修生氏
第32回MS テーマ／倫理法人会との出合い

3/17㈫
3/24㈫

司会は戒田節子アナウンサー

第558回MS

第560回MS

講 師／愛媛県倫理法人会 会長 松本 一志氏
テーマ／倫理法人会の取扱説明書

火曜日 ６：３０〜７：３０ センチュリーホテルイトー

第425回MS 講 師／愛媛県倫理法人会 会長 松本 一志氏
テーマ／倫理にどっぷりつかる
第426回MS 講 師／愛媛県倫理法人会 相談役 中村 剛志氏
テーマ／未定

ナイトセミナー
19：00〜

講 師／（一社）倫理研究所 参与 伊勢田 豊氏
テーマ／第３講 『万人幸福の栞』について

講 師／（一社）倫理研究所 参与 伊勢田 豊氏
テーマ／経営理念の浸透と徹底〜その取り組みの一例〜
講 師／菊池 繁人氏
第428回MS
テーマ／未定
第427回MS

毎週月曜日〜金曜日 お昼 11：50〜11：55に放送中！

「心にプラスワン」◎協賛費1万円/月(税込)

番組応援企業様を募集しています。
ラジオに出演して貴社をPRしませんか?

協賛特典

担当者がご説明にお伺いいたします。詳しくは事務局まで。

●3〜4ヶ月に1度(1週分4回)のペースでラジオに出演できます。
●番組内で週1回必ずクレジットを放送します。
●愛媛県倫理法人会の広報誌
『石鎚』
やHPで企業名を紹介します。
●放送予定日をHPで告知します。
●南海放送ラジオの番組の間に
「心にプラスワン」
のPRをします。
次回放送内容や出演企業名を放送します。
●可能な方に限り、
放送内容を音声でHPに掲載します。

3月の放送スケジュール

※都合により予定が変更となる場合があります。

石原美良子さん

松山北倫理法人会

会長

原

竜也さん

今治市倫理法人会

副会長

社長

河野

康弘さん

岡田印刷㈱ アドバイザー

岡田

紀夫さん

㈱レグルス 社長

矢野

真弓さん

原印刷㈱ 社長

講 師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 福井 龍介氏
テーマ／やるときはひとつずつ

3月 9日I 〜 3月12日L
3月16日I 〜 3月19日L

水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山

3月23日I 〜 3月26日L
3月30日I 〜 4月 2日L

講 師／（一社）倫理研究所 首都圏方面長 森本 宏氏
テーマ／実践力
講 師／愛媛県倫理法人会 会長 松本 一志氏
テーマ／倫理にどっぷりつかる

講 師／㈱伊予鉄会館 重見 誠司氏
テーマ／苦難のとらえ方と幸福について

ナイトセミナー
講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 大谷 公夫氏
18：30〜19：30
テーマ／第３講 『万人幸福の栞』について
ホテル研家
講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 大谷 公夫氏
第559回MS
テーマ／未定

㈱ヴァンサンカン 社長

講 師／㈱サンリベラル 守谷 祐氏、森山 智氏
テーマ／社員から見た我が会社
朝礼研修 講師：松山北倫理法人会朝礼委員会

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

講 師／マニュライフ生命保険㈱ 稲田 由美氏
第557回MS
テーマ／今までの人生を振り返って〜法人会に出会って変わったこと〜

八西準倫理法人会
3/ 3㈫

第29回MS 講 師／㈱三日月とカフェ 代表取締役 橘 洋二氏
テーマ／感謝すること、許すこと、愛すること

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

3/11㈬ 第738回MS

3/27㈮

講 師／㈲すこし屋 松田 知美氏
第１76回MS
テーマ／砥部焼って楽しい！
！

伊予市倫理法人会

講 師／二宮 美日氏
テーマ／子育てで学んだこと

3/19㈭
山田 ひろみ氏

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

3/ 4㈬ 第737回MS

3/ 6㈮
3/13㈮

第173回MS 講 師／砥部焼協同組合理事長 八瑞窯 白潟 八洲彦氏
テーマ／倫理の碧い星

経営者の集い 講 師／富田製薬㈱ 代表取締役
3/11㈬ 18
：30〜19：30 テーマ／両親への思い

宇和島市倫理法人会

3月 2日I 〜 3月 5日L

講 師／（一社）倫理研究所 首都圏方面長 森本 宏氏
テーマ／ここに活路あり〜大転換期をいかに乗りきるか〜
講 師／㈲アクターズ 代表取締役 浜本 昭義氏
（事業体験報告）
テーマ／経営と親孝行

3/18㈬
3/25㈬

3/ 6㈮

有坂 宏一氏

第609回MS 講 師／西条市長 青野 勝氏
テーマ／未定

今治市倫理法人会
3/ 4㈬
3/11㈬

升田 貴久氏

東温倫理法人会

南海放送ラジオのHPから

㈱ダスキン椿

法人アドバイザー

過去の放送もCMもお聴きいただけます！

聞いたことがない方、聞き逃した方、時間が合わない方、ぜひ、聴いてみてください。

南海放送ラジオHP
http://www.rnb.co.jp/radio/

クリック

『 ポッドキャストで
番組を聴いてみよう』

\『心に
\
プラスワン』
クリック

過去の放送がお聴きいただけます！

