愛媛県内 単会別 1月 のスケジュール

JANUARY 2017

ひめりんねっと
１月号

平成28年12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
1/ 5㈭
1/12㈭

木曜日 ６：００〜７：００ リーガロイヤルホテル新居浜

1/19㈭
1/26㈭

第922回MS

講 師／森の国ホテル 毛利 伸彦氏
テーマ／森の国まつので おもてなし

四国中央市倫理法人会
1/ 3㈫

1/ 4㈬

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。

1/11㈬ 第274回MS

講 師／西条市長 玉井 敏久氏
テーマ／未定

1/18㈬ 第275回MS

講 師／(一社)倫理研究所 理事 東納 英一氏
テーマ／心境向上

1/25㈬ 第276回MS

講 師／ここくりあ 代表 本山 千恵氏
テーマ／色からの贈り物〜与えることはうけとること〜

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。

松山市倫理法人会
1/ 3㈫

1/10㈫
1/17㈫
1/23㈪
1/24㈫
1/31㈫

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルJALシティ松山

年始の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
会員スピーチ
テーマ／新年の抱負
講 師／松山市保健所 主幹 木村 新氏
第１283回MS
テーマ／食中毒予防の基礎知識
経営者の集い 講 師／㈱天・地・人 代表取締役 中筋 悠貴氏
18：30〜19：30 テーマ／倫理法人会で学べること
講 師／㈱天・地・人 代表取締役 中筋 悠貴氏
第１284回MS テーマ／己を知れば、思いは伝わる！
講 師／リラクゼーション整体 茶庭、 梶原 徹也氏
第１285回MS テーマ／自分へのごほうび！
第１282回MS

松山市中央倫理法人会

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㈬
1/11㈬ 第847回MS 会員スピーチ

年頭会員スピーチ

1/17㈫ 第767回MS

講 師／内田石油㈱ 常務取締役 白川 陽一氏
テーマ／人生「今がよい」

1/18㈬ 第848回MS テーマ／倫理の教えで、事業継承

1/24㈫ 第768回MS

講 師／岡田印刷㈱ アドバイザー 岡田 紀夫氏
テーマ／倫理とは

講 師／(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー
1/25㈬ 第849回MS テーマ／一日一回の力

1/31㈫ 第769回MS

講 師／香川県高松東倫理法人会 鶴澤 美枝子氏
テーマ／志を万里の果てまで

1/13㈮
1/19㈭
1/20㈮

ナイトセミナー
18：30〜19：30

1/27㈮

第680回MS

第679回MS

講 師／重松建設㈱ 代表取締役 重松 宗孝氏
井戸垣 昌延氏

MS強化月間

MS強化月間

第678回MS

金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
講 師／愛媛大学 地域協働センター西条
センター長・教授 羽藤 堅治氏
テーマ／地域協働センター西条の取り組みについて
講 師／リバティー オーナー 十亀 かね代氏
テーマ／Shop in Shop お店の中にお店をつくろう
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 相羽 正氏
テーマ／事業継承し6年が過ぎそして今
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 相羽 正氏
テーマ／活力朝礼が社員と会社を変えた
講 師／西条市議会議員 髙橋
テーマ／未定

今治市倫理法人会

保氏

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。
1/ 4㈬
講 師／３名によるスピーチ
1/11㈬ 第577回MS テーマ／新年の抱負

松山にぎたつ倫理法人会 金曜日
1/ 6㈮ 第710回MS 会員スピーチ
1/13㈮

第711回
100名MS

６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

講 師／愛媛県知事 中村 時広氏
テーマ／「愛顔（えがお）あふれる愛媛づくり」について
講 師／(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー 福井 龍介氏

1/20㈮ 第712回MS テーマ／家を継ぐ

講 師／㈱松の花 代表取締役
1/27㈮ 第713回MS テーマ／結
（むすび）

中西 龍仁氏

松山伊予倫理法人会

1/ 4㈬
1/11㈬

木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

年頭会員スピーチ
1/ 5㈭ 第686回MS テーマ／新年の抱負
講 師／（一社）倫理研究所 研修部特別研究員
1/12㈭ 第687回MS テーマ／受け切る力

1/13㈮

第357回MS 講 師／Vinaella ディアス由紀子氏
テーマ／ワインの世界

1/20㈮

第358回MS 講 師／㈱ソルベックス 代表取締役会長 藤原 忠生氏
テーマ／学んだ倫理を生きる力へ

1/17㈫

経営者の集い 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 岩崎 茂氏
18：30〜19：30
「恩の遡源」〜母が病の床から教えてくれたこと〜
宇和島リージェントホテル テーマ／

1/27㈮

第359回MS 講 師／健幸選択研究所 代表 藤浦 正信氏
テーマ／社内に良好な人間関係を構築し
社員のやる気を引き出す秘訣

1/18㈬

第821回MS

講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 岩崎
テーマ／事業承継に効く倫理の学び

1/25㈬

第822回MS

講 師／㈱保険工房プラス 河合 彬正氏
テーマ／〜好きこそものの上手なれ〜

1/18㈬ 第578回MS

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 棚橋 正光氏
テーマ／継続は力、私の実践

1/26㈭ 第689回MS テーマ／夫婦は一対の反射鏡〜私の永遠のテーマです〜

1/25㈬ 第579回MS

講 師／みとん今治 代表 荒木 貴大氏
テーマ／未定

年始の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

1/11㈬

講 師／㈱三好鉄工所 三好 史之郎氏
第585回MS
テーマ／平成29年度年運

1/18㈬

第586回MS

1/25㈬

第597回MS

砥部倫理法人会

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

代表取締役社長 栗山

章氏

講 師／㈱華屋衣裳店 代表取締役専務 久保田 千恵美氏

1/ 4㈬

第820回MS 講 師／ヘアーコレクション・アキノリ 赤瀬 昭紀氏
テーマ／倫理と出会って

大洲喜多倫理法人会

茂氏

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

1/ 5㈭

1/ 6㈮

第646回MS 会員スピーチ
テーマ／賀詞交歓会

1/11㈬

経営者の集い 講 師／㈲山陽リバイブ 代表取締役 岩藤 朝宜氏
18：30〜19：30 テーマ／繁栄は人と縁の繋がりから

1/13㈮

1/12㈭

第647回MS 講 師／宇和島練り物工房 みよし 三好 良貴氏
テーマ／やればできる！

第255回MS

講 師／㈲山陽リバイブ 代表取締役 岩藤 朝宜氏
テーマ／夫婦対鏡を試みて

1/20㈮

第648回MS

1/19㈭

第256回MS

講 師／オートコネクション㈱ 代表取締役 合田
テーマ／人は鏡

講 師／愛媛県倫理法人会
テーマ／結（むすび）

1/27㈮

第649回MS

講 師／松野町農林公社 代表取締役 毛利 伸彦氏
テーマ／森の国でのおもてなし

礼氏

伊予市倫理法人会

金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予

1/ 6㈮
1/13㈮

講 師／㈱日本交通社 代表取締役会長 中村 剛志氏
第114回MS
テーマ／寄り道もしながら旅行業半世紀

1/20㈮

第116回MS 講 師／愛媛大学大学院疫学・予防医学
准教授 古川 慎哉氏
テーマ／科学的データから見た幸せをつかむコツ

1/27㈮

会長

中西 龍仁氏

期日前投票所に使用される為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

第115回MS 講 師／㈱イトー 代表取締役 伊藤 篤司氏
テーマ／プロレスの活かし方

講 師／（一社）倫理研究所 参事 法人アドバイザー 岡田 紀夫氏
第117回MS
テーマ／倫理とは

八西準倫理法人会
1/ 3㈫

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。

1/10㈫

第511回MS 会員スピーチ
テーマ／年頭所感

1/17㈫
1/24㈫

第512回MS 講 師／㈱山下石材 山下 武久氏
テーマ／未定

1/31㈫

第514回MS 講 師／ジブラルタ生命㈱宇和島支部 田中 繁幸氏
テーマ／未定

第513回MS 講 師／未定
テーマ／未定

1/18㈬ 愛媛県新春講演会のご案内

今月のMS強化月間の単会
西条市
倫理法人会

松山にぎたつ
倫理法人会

西条商工会館
6:30〜7：30

松山全日空ホテル
6:30〜7：30

司会は戒田節子アナウンサー

場所／松山全日空ホテル南館
新春講演会

18：00〜19：20
２Ｆ サファイアルーム

講 師／㈱栗山化成工業所 代表取締役社長 栗山 章氏
(一社) 倫理研究所 法人スーパーバイザー
テーマ／倫理での結（むすび）
1/19㈭

【結】交流会(懇親会)

19：30〜21：30 会費 3,000円
４Ｆ エメラルドルーム

松山伊予で
MSあり！
！

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)
協賛特典

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。

1/11㈬ 第553回MS 年頭会員スピーチ

講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 大谷 公夫氏
テーマ／足下の実践

講 師／松山市議会議員 向田 将央氏
1/18㈬ 第554回MS テーマ／44年の人生を振り返り学んだこと

講 師／㈲シーサイド 藤浦 正信氏
テーマ／社内に良好な人間関係を構築し
社員のやる気を引き出す秘訣

経営者の集い 講 師／ハッピーエッセンス㈱ 代表取締役 櫻井 順朗氏
1/24㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／美容室の売上が４倍になった！〜倫理実践の数々〜

講 師／ハッピーエッセンス㈱
1/25㈬ 第555回MS テーマ／倫理実践の楽しさ

代表取締役 櫻井 順朗氏

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
松山北倫理法人会

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 監査役 中村 佑志氏
第254回MS
テーマ／倫理法人会で学んだこと

松枝 秀雄氏

師／㈱栗山化成工業所
1/19㈭ 第688回MS 講
テーマ／万象我師

水曜日 ６：００〜７：００ ウェディングパレスふじ

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

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?

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 棚橋 正光氏
テーマ／二宮尊徳に学ぶ倫理実践

新居浜別子倫理法人会

宇和島市倫理法人会

1/ 6㈮

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

ナイトセミナー
1/17㈫ 18
：30〜19：30

1/ 4㈬

金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

講 師／内田石油㈱ 常務取締役 白川 陽一氏
第356回MS
テーマ／妻に感謝

1/26㈭

水曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

1/10㈫ 第766回MS

西条市倫理法人会
1/ 6㈮ 第677回MS

東温倫理法人会

お問い合わせは 事務局まで TEL ０８９-９８７-７０２５

講 師／合同会社 PULL UP 代表 林 たかこ氏
第919回MS
テーマ／脳ポジで自分ブランドをさらに高める
第920回MS 講 師／美幸さろん 真鍋 典子氏
テーマ／新しい命を頂き 私に出来る事
29年度
講 師／新居浜市長 石川 勝行氏
新春の集い
テーマ／未定
18：30〜19：30
講 師／大光チップ作業㈱ 日野 和男氏
第921回MS テーマ／75歳 仕事で学んだ事

1/18㈬

西条西倫理法人会

1月 2日I 〜 1月 5日L

※都合により予定が変更となる場合があります。

㈱松の花

1月 9日I 〜 1月12日L
1月16日I 〜 1月19日L
1月23日I 〜 1月26日L
1月30日I 〜 2月 2日L

代表取締役
Vinaella

ディアス由紀子さん
原

主宰

山本ちさとさん

取締役

相中ふじ子さん

松柏会

㈱相中組

龍仁さん

社長

原印刷㈱
茶道裏千家

中西

竜也さん

