愛媛県内 単会別 2月 のスケジュール
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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

西条西倫理法人会
2/ 2㈫

火曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会議所東予支所

講 師／Aki's Kitchen 代表 高田 裕明氏
第411回MS
テーマ／キッチンカーの可能性

2/ 9㈫ 第412回MS 講

師／新居浜工業高等専門学校
高度技術教育研究センター長
機械工学科主任 吉川 貴士氏
テーマ／繋がっているSDGｓ 〜SDG12から考える〜

師／㈱三木工業 代表取締役
2/16㈫ 第413回MS 講
テーマ／倫理法人会との出会い

2/23㈫㊗

2/ 1㈪

講 師／関消防㈱
第92回MS
テーマ／ご縁

2/11㈭㊗

2/ 8㈪

第93回MS

講 師／福助工業 ㈱ 井上 治郎氏
テーマ／福助工業の歴史

2/15㈪

第94回MS

講 師／㈱ 保険ステーション
テーマ／縁尋機妙 多逢聖因

2/22㈪

講 師／ＵＳＥ㈱ 上原 要一氏
第95回MS
テーマ／倫理との出会い

企業版ふるさと納税制度について

2/18㈭
2/25㈭

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

第１102回MS

講 師／㈱えひめ相続・事業継承サポートセンター
法人保険研究所 永易 修治氏
テーマ／『家族信託』ってなに？

第１103回MS 講 師／Ship Of Dream 村上 美智代氏
テーマ／片づけたくてたまらなくなるセミナー

四国中央市倫理法人会

火曜日 ６：0０〜７：0０ ホテルグランフォーレ

2/ 2㈫ 第949回MS 講

師／傾聴ボランティア
クローバー 代表 齋藤 ミヤ氏
テーマ／傾聴の基本

師／㈱曽我部鐵工所 代表取締役社長
2/ 9㈫ 第950回MS 講
テーマ／みんなが気になる中国事情
経営者の集い
2/15㈪ 18
：30〜19：30

2/16㈫

第951回MS

2/23㈫㊗

曽我部 優弘氏

新型コロナウイルス感染防止のため中止いたします。

講 師／四国中央市議会議員 猪川
テーマ／未定

護氏

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

四国中央市宇摩倫理法人会

月曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

経営者の集い 講 師／㈱明乳ひかわ 代表取締役 植田 孝一氏
18：30〜19：30 テーマ／成功の秘訣
総合社会福祉会館
講 師／㈱明乳ひかわ 代表取締役 植田 孝一氏
第１465回MS
テーマ／プロセスの逆行

2/12㈮
2/19㈮

講 師／NPO法人 地方再興・個別化医療支援
第849回MS
会長 石川 智久氏
テーマ／未定

2/10㈬
経営者の集い 講 師／㈱ジュエリータナカ
2/16㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／点とツボ
第１024回MS

講 師／㈲アドキー 代表取締役 岸本 徳隆氏
テーマ／あらためて、いま思うこと

師／㈱ジュエリータナカ
2/17㈬ 第１025回MS 講
テーマ／いのち燁く

常務取締役 田中 里味氏
常務取締役 田中 里味氏

2/24㈬ 第１026回MS テーマ／地球の上に生きる世界80カ国を巡った男
講 師／BAR Sheyla 店主 中矢

匡氏

今治市倫理法人会
水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
講 師／茶道裏千家 松柏会 主宰 山本 ちさと氏
2/ 3㈬ 第756回MS テーマ／日本のすばらしい伝統文化 茶道

松山にぎたつ倫理法人会 金曜日 ６：３０〜７：３０ ANAクラウンプラザホテル松山
経営者の集い 講 師／玉野土建㈱ 代表取締役 磯野 英史氏
2/ 4㈭ 18
：30〜19：30 テーマ／不活力朝礼のススメ！

2/10㈬ 第757回MS 講

師／玉野土建㈱ 代表取締役 磯野 英史氏
2/ 5㈮ 第887回MS 講
テーマ／ あたりまえとありがたい の間に

師／㈱マルタニ
2/17㈬ 第758回MS 講
テーマ／未定

2/24㈬

第759回MS

代表取締役 谷

裕二氏

講 師／日幸化学工業㈱ 代表取締役 山内 隆宏氏
テーマ／とりあえず・・・

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
師／三好鉄工所 三好 史之郎氏
2/ 3㈬ 第768回MS 講
テーマ／今年の年運
師／今治市倫理法人会
2/10㈬ 第769回MS 講
テーマ／未定
講 師／（一社）倫理研究所
2/17㈬ 第770回MS テーマ／感謝の人生

山岡 良子氏
法人アドバイザー

師／㈱アメージングエアー
2/24㈬ 第771回MS 講
テーマ／未定

坪井 利勝氏

飯塚 秀夫氏

講 師／愛媛県レスリング協会 副理事長 田中 吉次氏
テーマ／Step-by-step「レスリングと共に！」

2/17㈬ 第734回MS

講 師／学校法人 河原学園
人間環境大学 看護学部 村上 早苗氏
テーマ／未定

2/17㈬ 第996回MS

講 師／(一社)倫理研究所
テーマ／苦難福門

2/24㈬ 第735回MS

講 師／サロン de HOKU 北川 ゆかり氏
テーマ／私の経験で考える予防医学

2/24㈬ 第997回MS

講 師／千代の亀酒造㈱ 代表取締役 岡田 将太朗氏
テーマ／自分の「ものさし」について一緒に考える

東温倫理法人会

師／㈱TOYCAFE 代表取締役社長 渡部 有紀氏
2/12㈮ 第888回MS 講
テーマ／「共有」する時代〜シェア上手な人になる〜
講 師／認定NPO法人 ラ・ファミリエ 理事長 檜垣 高史氏
2/19㈮ 第889回MS テーマ／慢性疾患を乗り越えていく子どもたちのために
講 師／㈱日本交通社 企画部部長 中村 佑志氏

2/26㈮ 第890回MS テーマ／倫理を学んで

松山伊予倫理法人会 木曜日 ６：３０〜７：３０ ANAクラウンプラザホテル松山
講 師／㈱モトクロス 代表取締役 松永 秀夫氏
2/ 4㈭ 第864回MS テーマ／倫理法人会で学び続ける理由
祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
2/11㈭㊗
2/18㈭ 第865回MS

土曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

第535回MS 講 師／FM愛媛 制作部主任 高橋 真実子氏
テーマ／オンライン時代のコミュニケーションのコツ

講 師／（一社）倫理研究所 法人局
中国・四国方面 方面長 松本 光司氏
テーマ／学びの効果を上げるコツ
講 師／㈱富士造型 代表取締役社長 森岡

孝氏

2/25㈭ 第866回MS テーマ／出身地「雲の上の町 梼原」と㈱富士造型について

大洲喜多倫理法人会
2/ 5㈮

法人アドバイザー

新型コロナウイルス感染防止のため中止いたします。

2/12㈮

第826回MS

講 師／未定
テーマ／未定

2/20㈯ 第537回MS テーマ／成功の為のボディメンテ

2/19㈮

第827回MS

講 師／未定
テーマ／未定

2/27㈯ 第538回MS テーマ／喜んで働く会社づくり

2/26㈮

第828回MS 講 師／プロダクションMIKI 林田 美貴氏
テーマ／未定

砥部倫理法人会

八西準倫理法人会

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

火曜日 ６：３０〜７：３０ センチュリーホテルイトー

2/ 4㈭ 第424回MS 講

師／(一社)八幡浜青年会議所 直前理事長
2/ 2㈫ 第689回MS 講
テーマ／ワクワクする未来をつくる人を増やす

2/11㈭㊗

2/ 9㈫ 第690回MS

師／㈱武真アビリティ 店長 徳永 光氏
スタッフ 小川 泉氏
テーマ／私と店長の未来予想図

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

講 師／リールデザイン合同会社
2/18㈭ 第425回MS テーマ／富士研の報告

2/25㈭

大槻 一雅氏

2/23㈫㊗

伊予市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予
講 師／イトーレーター松山 直田 侑也氏
2/ 5㈮ 第288回MS テーマ／未定
2/12㈮

第289回MS

講 師／㈱タカハシ 岡林 亮太氏
テーマ／何事も前向きにガムシャラに

2/19㈮

第290回MS

講 師／未定
テーマ／未定

法人アドバイザー

二川 正志氏

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

愛媛県倫理法人会のラジオ番組「心にプラスワン」
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！

師／未定
2/26㈮ 第291回MS 講
テーマ／未定

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

井上 裕士氏

講 師／四国電力㈱原子力本部 伊方発電所
総務広報部長 後藤 功二氏
テーマ／故郷に帰って思うこと

講 師／(一社)倫理研究所
2/16㈫ 第691回MS テーマ／死は生なり

講 師／㈱ヤツヅカ 販売部課長 堀川 一哉氏
第426回MS
テーマ／倫理塾と私の夢

森脇 慎一氏

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

2/13㈯ 第536回MS テーマ／実践躬行

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

講 師／市之川鉱山の未来を考える会 会長 渡邊 博毅氏
第848回MS
テーマ／西条市にある世界一 〜市之川鉱山の輝安鉱〜

師／今治市役所
産業部次長/商工振興課長 中内 大介氏
テーマ／今治市における産業政策について

2/10㈬ 第995回MS

講 師／井戸垣産業㈱ 代表取締役 井戸垣 昌延氏

松山市中央倫理法人会 水曜日 ６：３０〜７：３０ ANAクラウンプラザホテル松山
講 師／㈱武真アビリティ 店長 徳永 光氏
2/ 3㈬ 第１023回MS テーマ／本を思い出す

店長 大西 三津子氏

講 師／㈱クラス 代表取締役 矢野 陽子氏
テーマ／人が集まる！えひめの女性工務店【KURASU】

講 師／かたん オーナー 篠田 佳樹氏

玉井 博文氏

西条市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
講 師／㈱モトクロス 代表取締役 松永 秀夫氏
2/ 5㈮ 第847回MS テーマ／未定

講 師／㈱おおにしカンパニー
2/26㈮ 第850回MS テーマ／倫理で頂いたご縁

2/10㈬ 第733回MS

水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山

講 師／マエダ商事㈱ 代表取締役 前田 陽一郎氏

テーマ／心のバリアフリー社会の実現に向かって

2/16㈫
2/23㈫㊗

宇和島市倫理法人会
水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル
講 師／ヤマシタパール 代表 山下 太氏
2/ 3㈬ 第994回MS テーマ／海外展開を目指したら

2/ 6㈯

田中 敏也氏

松山市倫理法人会
火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルマイステイズ松山
師／㈲オフィス・マリ 代表取締役 高木 正江氏
2/ 2㈫ 第１463回MS 講
テーマ／易不易の原理
2/ 9㈫ 第１464回MS 講 師／タンデム自転車NONちゃん倶楽部
理事長 津賀 薫氏
2/15㈪

講 師／認定NPO法人 ラ・ファミリエ 理事 西 朋子氏
テーマ／病気のある子どもとその家族の支援について

三木 秀和氏

祝日の為、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 レーイグラッツェふじ
講
師／新居浜市役所
企画部 部長 亀井 利行氏
2/ 4㈭ 第１101回MS テーマ／ふるさと納税制度及び

松山北倫理法人会
2/ 3㈬ 第732回MS

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

司会は戒田節子アナウンサー

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。

2月 1日I 〜 2月 4日L

㈱sopiro

2月 8日I 〜 2月11日L
2月15日I 〜 2月18日L

理容ブラージュ松前店

2月22日I 〜 2月25日L

㈲アーキテクトイザワ 代表取締役

代表取締役
主任

㈱マルタニ 代表取締役

濱田

聖子さん

徳永

光さん

谷

裕二さん

井澤

剛一さん

