愛媛県内 単会別 2月 のスケジュール

FEBRUARY 2018

ひめりんねっと
2月号

平成30年1月23日現在

H IME R IN N ET

愛媛県倫理法人会

お問い合わせは 事務局まで TEL ０８９-９８７-７０２５

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
講 師／愛媛県倫理法人会 広報副委員長 沖本 裕次郎氏
2/ 1㈭ 第972回MS テーマ／富士研修の報告
講 師／ 土と暮らす 首藤 元嘉氏
2/ 8㈭ 第973回MS テーマ／モノの値段はコメの値段ー地域活用の鍵は農業にあり
！
講 師／徳武産業㈱ 取締役会長 十河 孝男氏
2/15㈭ 第974回MS テーマ／感動のオンリーワン企業を目指して
倫理経営講演会 講 師／㈱ワカマキ 若槙 正子氏
2/21㈬ 18
：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─
ユアーズ

（事業体験報告） 講 師／㈱山崎工業 野中 眞治氏
テーマ／逆境を乗り越えて
第975回MS 講 師／㈱ワカマキ 若槙 正子氏
テーマ／明朗に生きる

2/ 7㈬
2/14㈬
2/21㈬
2/28㈬

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

2/ 5㈪

経営者の集い 講 師／㈱松島組 代表取締役 松島 清照氏
18：30〜19：30 テーマ／人生は神の演劇

2/ 6㈫

第820回MS

講 師／㈱松島組 代表取締役 松島 清照氏
テーマ／出会いで変える！

2/13㈫

第821回MS

講 師／富士研参加者
テーマ／富士研に参加して

2/20㈫

第822回MS

講 師／三木特種製㈱ 代表取締役 三木 雅人氏
テーマ／世界に広がる特殊紙マーケット

師／志国海援隊 代表・ＣＥＮ㈱ 顧問 甲木 良作氏
2/27㈫ 第823回MS 講
テーマ／線で繋がる人生〜16歳の僕が気づくこと〜

MS強化月間

東温倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽
講
師／元気えひめの会
2/ 2㈮ 第405回MS テーマ／メディアと政治行政代表 加戸 守行氏

2/ 7㈬

第313回MS 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 岸村 憲作氏
テーマ／未来をつくる倫理

2/ 9㈮

講 師／金 煕 子（キム ヒジャ）氏
第869回MS
テーマ／韓国と日本は私の故郷

大和氏

第870回MS

第314回MS 講 師／月心グループ

2/14㈬

大政 裕志氏

講 師／㈲豊誠建設
2/15㈭ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／世代交代

講 師／(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー 中西 通夫氏
テーマ／未定

郁恵氏

2/21㈬

第871回MS

壽野 春幸氏

師／㈲豊誠建設 代表取締役会長
2/16㈮ 第407回MS 講
テーマ／疾病信号〜名医は我が家の妻

講 師／防衛省 航空自衛隊 一等空尉 二宮 秀司氏
テーマ／感謝

郁恵氏

2/28㈬

第872回MS

講 師／奈良県倫理法人会 川島 実氏
テーマ／揺られて どこまで行くのやら

2/ 6㈫

水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 岸村 憲作氏
テーマ／倫理でつながる

㈱公益社
常務取締役
テーマ／幸せの価値観と魔法の鏡

第315回MS

講 師／㈱寿住宅 代表取締役社長
テーマ／人脈は財産・人柄は資産

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルマイステイズ松山

2/13㈫

第１334回MS 講 師／㈱一宮工務店 取締役執行役員 一宮 眞喜男氏
テーマ／おかげ様で75年
講
師／アザース㈱ 代表取締役 中川 周平氏
第１335回MS
テーマ／ラーメン屋の話し

2/20㈫

第１336回MS 講 師／㈱松の花
テーマ／結実

2/26㈪ 18経営者の集い
：30〜19：30

代表取締役 中西 龍仁氏

講 師／㈲澤田測量事務所
テーマ／倫理がくれたもの

代表取締役 澤田

誠氏

講 師／㈲澤田測量事務所
第１337回MS
テーマ／夫婦って？

代表取締役 澤田

誠氏

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／㈱マルセイ
代表取締役 木元 正均氏
2/ 7㈬ 第898回MS テーマ／エベレストに懸けた夢
講 師／㈱11ネット・インシュアランス 代表取締役 磯村 安倫氏
2/13㈫ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／１枚のオーガニックプレート
師／㈱11ネット・インシュアランス 代表取締役 磯村 安倫氏
2/14㈬ 第899回MS 講
テーマ／未来を託された大切な私
2/21㈬
2/28㈬

講 師／済生会松山医療福祉センター長 横山 雅好氏
テーマ／企業ブランドと人財
愛媛大学病院長６年間の経験から
講 師／聖intフラワー 経営者 吉川 陽子氏
第901回MS
テーマ／お花と共に２５年
第900回MS

西条市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
師／tef2（てふてふ） 代表 さくら あくり氏
2/ 2㈮ 第724回MS 講
テーマ／逆算思考と引き寄せの法則

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／㈱Ｊリスクマネージメント 松山支社長 矢野 尚良氏
2/ 2㈮ 第760回MS テーマ／想い

師／㈲宮本建築工房 代表取締役 宮本 篤氏
2/ 9㈮ 第725回MS 講
テーマ／半生を振り返り反省！「そして、これから」

講 師／㈱エルパティオ 代表取締役
2/ 9㈮ 第761回MS テーマ／はじまりはいつも
「声」

2/16㈮

第726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
講 師／㈱久保組

憲治氏

代表取締役社長 久保 安正氏

2/23㈮ 第727回MS テーマ／ポプラの木に名を借りた

純粋倫理の木を植林してきました

今治市倫理法人会
2/ 7㈬

水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル

第624回 講 師／愛媛県立今治西高等学校
スペシャルMS
野球部監督 大野 康哉氏
テーマ／大切にしていること

第625回 講 師／愛媛県民球団㈱
2/14㈬ スペシャルMS
テーマ／二つのプロ野球
第626回

師／ＤＣＭダイキ㈱
2/21㈬ スペシャルMS 講
テーマ／国体を終えて

2/28㈬

監督 河原 純一氏
ボート部 武田 大作氏

講 師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 松本 一志氏
第627回MS テーマ／出逢いのわらしべ長者

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
講 師／ミスユニバース 沖縄県代表 平良 絵玲亜氏
2/ 7㈬ 第637回MS テーマ／美と健康は一対の反射鏡
講 師／徳島市倫理法人会 会長 橋本 隆子氏
2/13㈫ 経営者セミナー
18：30〜19：30 テーマ／出逢いに感謝
2/14㈬

第638回MS

講 師／徳島市倫理法人会 会長
テーマ／次に繋げる為の想い

2/21㈬

第639回MS

講 師／高知県高知土佐準倫理法人会
テーマ／未定

2/28㈬

第640回MS

講 師／㈱光藤 光藤 貴志氏
テーマ／俺がちょっと動けば

橋本 隆子氏
会長 三谷 昌平氏

川崎 暁子氏

講 師／㈱ウェルネスコーポレーション 代表取締役
2/15㈮ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／明朗 愛和 喜働

大橋 由美子氏

師／㈱ウェルネスコーポレーション 代表取締役
2/16㈮ 第762回MS 講
テーマ／親離れ 子離れ

大橋 由美子氏

師／㈱サードフロア 代表取締役 松波 雄大氏
2/23㈮ 第763回MS 講
テーマ／地元を盛りあげる！温泉オンセナートの考え方

松山伊予倫理法人会
木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル
講
師／松山市議会議員
田坂 信一氏
2/ 1㈭ 第736回MS テーマ／8期32年の議員活動を振り返って
講 師／夢源堂デザイン 代表 菅 秀昭氏
2/ 8㈭ 第737回MS テーマ／これまでとこれから
講 師／野田ハニー食品工業㈱
2/14㈬ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／得るは捨つるにあり

専務取締役 野田 やよい氏

2/15㈭

第738回MS

2/22㈭

第739回MS 講 師／㈱フジ 元取締役 井上
テーマ／自分を知る

講 師／野田ハニー食品工業㈱ 専務取締役 野田 やよい氏
テーマ／倫理のご縁に感謝
博氏

松山北倫理法人会
水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山
経営者セミナー 講 師／㈱光藤 代表取締役 光藤 貴志氏
2/ 6㈫ 18：30〜19：30 テーマ／俺のマネッジメントは・・・
講 師／㈱光藤 代表取締役 光藤 貴志氏
2/ 7㈬ 第604回MS テーマ／俺がちょっと動けば
2/14㈬ 第605回MS
2/21㈬ 第606回MS
2/28㈬ 第607回MS

講 師／㈱じょぶ 取締役会長 佐藤 福男氏
テーマ／やさしい倫理入門〜縁尋機妙・多逢聖因〜
講 師／明治安田生命 四国西支社
松山中央営業所 池内 裕香氏
テーマ／信念・真心・思いやり 教えを大切に
活力朝礼

講 師／三谷大和スポーツジム 会長 三谷
第406回MS
テーマ／俺の生き様〜倫理と出会って〜
代表取締役会長 森
森

師／㈱ガリレオコーポレーション 代表取締役社長
2/23㈮ 第408回MS 講
テーマ／新社長に就任して

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

2/27㈫

2/22㈭

四国中央市倫理法人会

西条西倫理法人会
ナイトセミナー
2/ 6㈫ 18
：30〜19：30

MS強化月間

森

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

2/ 1㈭
2/ 8㈭

講 師／㈱松の花
第300回MS
テーマ／結実

2/15㈭

第302回MS 講 師／（一社）倫理研究所 中国・四国副方面長 泉
テーマ／小我を捨て、大我に生きる

2/22㈬

第303回MS

2/ 2㈮

第301回MS

代表取締役

中西 龍仁氏

講 師／㈱日本交通社 代表取締役社長
テーマ／初マラソンを完走しての転機

光田 秀之氏
憲治氏

講 師／（任意団体）愛媛プロレス推進委員会
代表 キューティエリー氏
テーマ／プロレス×地域活性〜プロレスに学ぶＰＲ戦術〜

金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予

師／㈱もんたや 代表取締役
2/ 9㈮ 第164回MS 講
テーマ／不思議な力！

門田

弥氏

講 師／濵本 吉則氏
2/16㈮ 第165回MS テーマ／仮想通貨の基礎知識と関わり方
（取引所、ＩＣＯ、マイニング）

講 師／（一社）倫理研究所
2/23㈮ 第166回MS テーマ／
捨てる

大洲喜多倫理法人会
金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館
講 師／宇和島市倫理法人会 女性委員長 那須 ふさの氏
2/ 2㈮ 第696回MS テーマ／倫理に出会って今思うこと
師／南海放送 ㈱営業本部営業局 営業部 前田 紗里氏
2/ 9㈮ 第697回MS 講
テーマ／未定
講 師／中郷農園 井門 裕彦氏
2/16㈮ 第698回MS テーマ／ＴＨＥ 揮毫
倫理経営講演会 講 師／(一社)倫理研究所 法人アドバイザー 小野寺 明美氏
2/22㈭ 18
：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─
にし川

2/23㈮

火曜日 ６：３０〜７：３０ センチュリーホテルイトー

講 師／(一社)八幡浜青年会議所 直前理事長 辻
第563回MS
テーマ／未定
講 師／仙味エキス㈱ 常務 杉本 孝至氏
第564回MS テーマ／未定

朝照氏

2/13㈫
2/20㈫ 第565回MS

講 師／伊予市倫理法人会 会長 西田 晃一氏
テーマ／未定

2/27㈫ 第566回MS

講 師／(一社)倫理研究所 研修部研究員 松枝 秀雄氏
テーマ／受け切る力

法人スーパーバイザー 宮本 治郎氏

中予地区見学交流モーニングセミナーのご案内
● 地区を越えて交流を深めてください。●

東温倫理法人会

〈第406回MS〉

場所／見奈良天然温泉利楽

講 師／三谷大和スポーツジム 会長 三谷 大和氏
テーマ／俺の生き様〜倫理と出会って〜

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

（事業体験報告）講 師／福岡県中洲川端倫理法人会 浜本 昭義氏
テーマ／経営と親孝行
講 師／(一社)倫理研究所 法人アドバイザー 小野寺 明美氏
第699回MS テーマ／良い結果は準備次第

八西準倫理法人会
2/ 6㈫

第163回MS 講 師／伊予市倫理法人会 会長 西田 晃一氏
研修委員長 山西 睦氏
テーマ／富士研体験報告会

2/9㈮
6：30〜

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

MS強化月間

砥部倫理法人会

伊予市倫理法人会

浩輔氏

宇和島市倫理法人会

司会は戒田節子アナウンサー

今月のMS強化月間の単会
西条市
倫理法人会

東温
倫理法人会

大洲喜多
倫理法人会

西条商工会館
6:30〜7：30

見奈良天然温泉利楽
6:30〜7：30

愛媛舗道会館
6:00〜7：00

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?

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。

2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。

1月29日I 〜 2月 1日L

㈱山下石材

代表取締役

山下

武久さん

2月 5日I 〜 2月 8日L
2月12日I 〜 2月15日L

㈱CPI

代表取締役

本宮

薫さん

2月19日I 〜 2月22日L
2月26日I 〜 3月 1日L

㈱ヴァンサンカン 社長

石原美良子さん

マエダ商事㈱

代表取締役

前田陽一郎さん

㈱Jリスクマネージメント

松山支社長

矢野

尚良さん

