愛媛県内 単会別 1月 のスケジュール
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愛媛県倫理法人会

お問い合わせは 事務局まで TEL ０８９-９８７-７０２５

西条西倫理法人会
水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース
年始の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
1/ 3㈬
師／西条市役所 産業経済部長 越智 三義氏
1/10㈬ 第310回MS 講
テーマ／産業経済部の取り組みについて
1/17㈬

第311回MS

講 師／（一社）倫理研究所 中四国副方面長 泉
テーマ／小我を捨て、大我に生きる

1/24㈬

第312回MS

講 師／未定
テーマ／未定

1/31㈬

本日のモーニングセミナーはお休みします。

新居浜市倫理法人会 木曜日 ６：００〜７：００ リーガロイヤルホテル新居浜
年始の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
1/ 4㈭
講 師／㈱美寿寿 高岡 智志氏
1/11㈭ 第968回MS テーマ／倫理と出会って
日日是実践
30年度新春の集い
1/17㈬ 18：30〜19：30 講 師／新居浜市長 石川 勝行氏

松山市倫理法人会

師／えひめコーチングブロッサム
1/18㈭ 第969回MS 講
テーマ／愛和につながるアチーバス

テーマ／新居浜市政について

中越 こずえ氏

講 師／㈲近森謄写堂 近森 純一郎氏
1/25㈭ 第970回MS テーマ／親子経営で生きていく

MS強化月間

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
年始の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
1/ 2㈫
講 師／四国中央市倫理法人会 役員
1/ 9㈫ 第816回MS テーマ／新年度抱負
1/16㈫

講 師／㈱トップ 代表取締役会長 新庄
第817回MS テーマ／身の丈を超える！

昇氏

師／Fushime塾 代表 一色 麻生氏
1/23㈫ 第818回MS 講
テーマ／小さな勇気で人生は変えられる

1/ 2㈫

1/18㈭

ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 竹本 幸生氏
18：30〜19：30 テーマ／倫理で想いをかたちに

1/19㈮
1/26㈮

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 竹本 幸生氏
第722回MS
テーマ／夫婦愛和でガッチリ!!
講 師／全国健康保険協会 愛媛支部
第723回MS
企画総務グループ長 青野 哲也氏
テーマ／健康経営〜あなたの会社の従業員、へばっていませんか？

今治市倫理法人会
1/ 3㈬

水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル

年始の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
講 師／㈲宮窪総合運送 代表取締役専務 松山 一志氏
第620回MS
テーマ／ 音運 音を運び続けて…

1/10㈬
ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 野住 栄治郎氏
1/16㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／倫理を学んで26年
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 野住 栄治郎氏
第621回MS
1/17㈬
テーマ／男の手料理
講 師／㈲宮本建築工房 代表取締役 宮本 篤氏
1/24㈬ 第622回MS テーマ／半生を振り返り反省！『そして、これから』
師／海力オフィスサポート㈱ 営業課長 久留 和也氏
1/31㈬ 第623回MS 講
テーマ／一人だからこそホウレンソウ
新居浜別子倫理法人会 水曜日 ６：００〜７：００ ウェディングパレスふじ
年始の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
1/ 3㈬
講 師／㈱三好鉄工所 三好 史之郎氏
1/10㈬ 第633回MS テーマ／平成30年度年運

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルマイステイズ松山

会員スピーチ

1/19㈮ 第403回MS

講 師／㈲オフィス・マリ 代表取締役 高木 正江氏
テーマ／よろこんで働く

1/25㈭ 18経営者の集い
：30〜19：30

講 師／㈱地域情報新聞 代表取締役
テーマ／我社の倫理経営

1/26㈮ 第404回MS

講 師／㈱地域情報新聞 代表取締役 垣内 紘一氏
テーマ／誰にでも出来る事で結果を出す

1/ 9㈫

第１330回MS 講 師／会員スピーチ
テーマ／新年の抱負

1/16㈫

第１331回MS 講 師／若者住民未來対話塾 桑島 政治氏
テーマ／みんなで考える日本一の倫理対話問答

1/18㈭

1/23㈫

第１332回MS

1/30㈫

第１333回MS

講 師／税理士法人久遠
テーマ／心の経営

1/10㈬
1/17㈬
1/24㈬
1/31㈬

水曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

年始の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

師／（一社）倫理研究所法人局 普及事業部 次席
中国・四国方面 方面長 松本 真志氏
テーマ／朝起きの極意
講 師／㈲リーダーズ愛媛 代表取締役 竹田 富男氏
第895回MS テーマ／絶対倫理（心構えが全て）
講 師／㈱共栄木材 代表取締役 西下 健治氏
第896回MS テーマ／ここにしかないもの、あります

第894回MS

講

講

師／アマノメンテナンス㈲

天野 小苗氏

講 師／聖intフラワー 吉川 陽子氏
テーマ／未定
講 師／河原パティシエ・医療・観光専門学校
テーマ／未定

松山にぎたつ倫理法人会 金曜日
1/ 5㈮ 第756回MS 会員年頭スピーチ
1/12㈮

代表取締役

第897回MS テーマ／私の趣味 能との出会い

６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

1/19㈮ 第758回MS

講 師／航空自衛隊 一等空尉 二宮 秀司氏
テーマ／競艇への夢、挫折から得た教訓

1/26㈮ 第759回MS

講 師／華屋衣裳店㈱ 専務取締役 久保田 千恵美氏
ミタカ観光㈲ 折井 瑞恵氏
テーマ／富士研報告

1/11㈭

６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

俊晃氏

1/18㈬

第734回MS

1/25㈭

第735回MS 講 師／サーブ㈱ 代表取締役 大谷 公夫氏
テーマ／倫理経営のすすめ

講 師／月心グループ ㈱公益社 常務取締役 大政 裕志氏
テーマ／幸せの価値観と魔法の鏡

MS強化月間

1/ 3㈬

水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山

年始の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

1/17㈬

第634回MS

講 師／㈱フィディア 福井 龍介氏
テーマ／「信成万事」待つことの意義

1/24㈬

第635回MS

講 師／中宏文建築設計事務所 中 宏文氏
テーマ／脳科学にもとづく心の実践録

1/31㈬

1/10㈬ 第600回MS
1/17㈬ 第601回MS
1/24㈬ 第602回MS
1/30㈫ 18経営者の集い
：30〜19：30

第636回MS

講 師／夫婦円満実践組 組長 菊地 千栄氏
テーマ／さめない愛の育み方

1/31㈬ 第603回MS

年始の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
講 師／㈱日本交通社 社主 中村 剛志氏
テーマ／その時のひと言が人生を変える

第297回MS

第298回MS 講 師／きよし窯 山田 ひろみ氏
テーマ／次世代に繋ぐ

松井 貞子氏

1/12㈮ 第693回MS 講

師／大洲地区広域消防事務組合
調査・指導係長 菊地 嘉人氏
テーマ／事業所における防火対策
講 師／大洲市役所観光まちづくり課
第694回MS
地域おこし協力隊 井上 陽祐氏
テーマ／歴史的資源を活用した観光まちづくりについて

講 師／(一社)倫理研究所
：30
1/25㈭ 18：30〜19
テーマ／いつも笑顔で
にし川
経営者の集い

1/ 5㈮
1/12㈮

第160回MS

1/19㈮

第161回MS 講 師／㈲新居浜ビジネスセンター 代表 加藤 清行氏
テーマ／田舎の金太郎物語 株式投資の考え方

1/26㈮

第162回MS

中西 龍仁氏

講 師／㈲上田電子開発 代表取締役 上田
テーマ／仕事と倫理

八西準倫理法人会
1/ 2㈫

第159回MS 講 師／㈱松の花
テーマ／結実

修氏

講 師／秀倫塾 塾長 飯塚 秀夫氏
テーマ／徳をベースとした会社経営

今月のMS強化月間の単会

1/ 9㈫
1/16㈫
1/23㈫
1/29㈪
1/30㈫

法人レクチャラー 安本

賢氏

法人レクチャラー 安本

賢氏

火曜日 ６：３０〜７：３０ センチュリーホテルイトー

年始の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
第559回MS 講 師／会員スピーチ
テーマ／年頭所感
第560回MS 講 師／㈱楽農研究所 菊地 義一氏
テーマ／人と人とがつながる農ビジネス
講 師／寺崎 正人氏
第561回MS
テーマ／未定
経営者の集い 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 石津
19：00〜
テーマ／この道しかないと思う
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 石津
第562回MS
テーマ／継続の力

健氏
健氏

愛媛県倫理法人会のラジオ番組「心にプラスワン」

四国中央市
倫理法人会

松山北
倫理法人会

ホテルグランフォーレ
6:30〜7：30

東京第一ホテル松山
6:30〜7：30

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

年始の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

師／(一社)倫理研究所
1/26㈮ 第695回MS 講
テーマ／出会いと仲間

金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予
代表取締役

大洲喜多倫理法人会
1/ 5㈮

1/19㈮

講 師／㈱プロップ 会長 松井 貞子氏
テーマ／ 継続は力なり （創立60年のあゆみ）

講 師／㈱プロップ 会長
第299回MS
テーマ／足下の実践

1/10㈬
1/16㈫
1/17㈬
1/24㈬
1/31㈬

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

年始の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
講 師／マニュライフ生命保険㈱ 稲田 由美氏
第865回MS
テーマ／県 女性委員長を経験して思う事
経営者の集い 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 原田 和彦氏
18：30〜19：30
宇和島リージェントホテル テーマ／倫理は、やればやるだけおもしろい
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 原田 和彦氏
第866回MS
テーマ／失敗した時に気づくこと
講 師／宇和島伊達博物館 館長 土居 道徳氏
第867回MS
テーマ／だれからも親しみ愛される伊達博物館をめざして
講 師／三虎食糧 兵頭 栄介氏
第868回MS
テーマ／倫理のご縁で己を知る「カンボジアのサムライ」

司会は戒田節子アナウンサー

plus

one
kokoroni

南海放送ラジオのホームページから

をお聴きいただけます！

http://www.rnb.co.jp/radio/plusone/

毎週月曜日〜金曜日 お昼 11：40〜11：45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?

第733回MS 講 師／愛媛綜合警備保障㈱
エリアマネージャー 斧
テーマ／努力無敵

松山北倫理法人会

垣内 紘一氏

垣原 桂子氏

講 師／（一社）倫理研究所 法人局 参事
第757回MS
法人アドバイザー 山路 卓司氏
テーマ／存在の価値

松山伊予倫理法人会
木曜日
1/ 4㈭ 第732回MS 会員スピーチ

講 師／㈱OBU 顧問 見山 隆久氏
テーマ／OBU製 LED照明の種類と利点

伊予市倫理法人会

宇和島市倫理法人会
1/ 3㈬

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

1/24㈬ 18経営者の集い
：30〜19：30
1/25㈭

講 師／松山酸素㈱ 大槻 映幸氏
テーマ／富士研体験報告

松山市中央倫理法人会
1/ 3㈬

代表 前原 幸夫氏

金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

砥部倫理法人会
1/ 4㈭
1/11㈭

年始の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

講 師／ヨーガ塾いやしろち 塾長 小山 博明氏
1/30㈫ 第819回MS テーマ／リンパの話と手当法について

西条市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
講 師／西条市役所 副市長 出口 岳人氏
1/ 5㈮ 第720回MS テーマ／私の行政官としての視点
講 師／㈱光藤 代表取締役 光藤 貴志氏
1/12㈮ 第721回MS テーマ／俺がちょっと動けば

憲治氏

東温倫理法人会
1/ 5㈮ 第401回MS
1/12㈮ 第402回MS

講 師／坂村真民記念館 館長 西澤 孝一・真美子氏
テーマ／坂村真民の生き方
年頭スピーチ
講 師／ホテル古湧園 代表取締役社長 新山 富左衛門氏
テーマ／愛媛県の観光振興の未来
講 師／セント・カテリーナグループ 代表取締役 西内 三悟氏
テーマ／気づき
講 師／セント・カテリーナグループ 代表取締役 西内 三悟氏
テーマ／純情（すなお）

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。

1月の放送スケジュール

1月2日㈫と1月3日㈬は、年始の特別編成により
放送時間が14：25〜14：30に変更になります。

※都合により予定が
変更となる場合があります。

1月 1日I 〜 1月 4日L

愛媛県倫理法人会

会長

中西

龍仁さん

1月 8日I 〜 1月11日L
1月15日I 〜 1月18日L

松山にぎたつ倫理法人会

会長

中川

周平さん

ひがし野グループ

代表

今井

典子さん

1月22日I 〜 1月25日L
1月29日I 〜 2月 1日L

坊っちゃん劇場

社長

越智

陽一さん

代表取締役

山下

武久さん

㈱山下石材

