愛媛県内 単会別 2月 のスケジュール

FEBRUARY 2017
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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

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／㈱養命 代表取締役社長 仙波 正志氏
2/ 2㈭ 第923回MS テーマ／これからの予防医学
講 師／新居浜市議会議員 伊藤 優子氏
2/ 9㈭ 第924回MS テーマ／市議会報告と倫理
講 師／西条市倫理法人会 会長 斎藤 和久氏
2/16㈭ 第925回MS テーマ／継承
〜2代目として〜
倫理経営講演会 講 師／（一社）倫理研究所 法人局 顧問 蓮実 利勝氏
2/22㈬ 18：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─ 新 に挑む─
ユアーズ

2/23㈭

講 師／村井建設㈱ 村井 英夫氏
（事業体験報告） テーマ／できないのは 決めないから
講 師／（一社）倫理研究所 法人局 顧問 蓮実 利勝氏
第926回MS
テーマ／倫理を正しく学ぶ

四国中央市倫理法人会
2/ 7㈫

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

第770回MS 講 師／㈱松野町農林公社 代表取締役 毛利 伸彦氏
テーマ／森の国でおもてなし

西条西倫理法人会
2/ 1㈬

水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース

講 師／篠笛スタジオ 阿部 一成氏
第277回MS
テーマ／心呼吸で奏でる笛の音

2/ 8㈬ 第278回MS

講 師／㈱サンテ 代表取締役 間﨑 由美氏
テーマ／倫理指導のススメ

ナイトセミナー 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 田頭 一之氏
テーマ／傲慢経営から倫理経営へ

2/14㈫ 18：30〜19：30
2/15㈬
2/22㈬

講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 田頭 一之氏
第279回MS
テーマ／１歳で別れた父からの恩
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

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルJALシティ松山

第259回MS

講 師／砥部病院 院長 中城 敏氏
テーマ／認知症をあきらめて生きる

講 師／㈱マルセイ 代表取締役 木元 正均氏

2/23㈭

第260回MS

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

2/ 1㈬

水曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

第850回MS 講 師／㈱クオリティ・プロ 取締役 塚本 みづほ氏
テーマ／がんに感謝して〜心即太陽〜
「がん自然治癒への８つの法則」

講 師／香川証券㈱ 伊予三島支店長 大河原
テーマ／私の履歴書（山あり谷あり）

講 師／永田化学㈲ 代表取締役
2/22㈬ 第853回MS テーマ／出会いが人生を変える

2/24㈮

第684回MS

講 師／ＡＹ貸ふとん店 代表 八束 彰彦氏
テーマ／倫理に出会えてよかった〜どん底の時
『人生が変わります』と言われて始めた倫理〜

MS強化月間

今治市倫理法人会
水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
講 師／尾藤二洲 顕彰会 事務局兼専属講師 河村 郁男氏
2/ 1㈬ 第580回MS テーマ／我が町 尾藤二洲と倫理道徳の精神
2/ 8㈬ 第581回スペシャルモーニングセミナー
2/15㈬
2/22㈬

講 師／北条高等学校 野球部監督 澤田 勝彦氏
テーマ／信じる、信じ合う

講 師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 荒井 久満氏
第582回MS
テーマ／良い結果は準備次第
講 師／全国健康保険協会 愛媛支部
第583回MS
企画総務グループ長 藤江 昇氏
テーマ／健康経営
〜あなたの会社の従業員、へばってませんか？〜

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

2/ 1㈬

講 師／愛媛大学医学部 三好 規子氏
第588回MS
テーマ／メンタルヘルス対策におけるセルフケア

2/ 8㈬

講 師／ヘアーコレクション・アキノリ 赤瀬 昭紀氏
第589回MS
テーマ／未定

2/14㈫ 経営者セミナー
18：30〜19：30

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 中川 伸一氏
テーマ／使用前、使用中

2/15㈬

第590回MS

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 中川 伸一氏
テーマ／苦難は気づきのいい機会

2/15㈬

講 師／㈲坪井インテリアサービス 坪井 利勝氏
第591回MS テーマ／第2回フェイスブック異業種交流会を終えて思うこと

2/22㈬ 第826回MS テーマ／富士研修を終えて・・・

純氏

大洲喜多倫理法人会
金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館
講 師／大洲警察署警備課長 檜垣 賢嗣氏
第650回MS
2/ 3㈮
テーマ／大洲署管内の現状と高齢者総合対策
2/10㈮ 第651回MS ＤＶＤ研修
倫理経営講演会 講 師／（一社）倫理研究所 法人局 特別研究員 鳥越 等氏
2/16㈭ 18
：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─ 新 に挑む─
にし川

2/17㈮
2/24㈮

2/28㈫ 第773回MS

薫氏

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

2/16㈭

松山市中央倫理法人会

第851回MS

講 師／(一社)倫理研究所 法人局 普及事業部次席
中国・四国方面長 那須 隆氏
テーマ／すべてに意味がある〜学ぶと同時に実験する幸福の法則〜
角田 恭恵氏

永田 光春氏

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／㈱ＢＲＩ
ＬＬ
ＩＡＮＴ ＹＯＵ 多田 祐子氏
2/ 3㈮ 第714回MS テーマ／スマイルコミュニケーション〜笑顔を選択する生き方〜
講 師／㈲ケーアイエスコミュニケーションズ 代表取締役
2/ 9㈭ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／倫理に出会って
小笠原 正樹氏
講 師／㈲ケーアイエスコミュニケーションズ 代表取締役

2/10㈮ 第715回MS テーマ／感謝の心が今後の人生を変える 小笠原 正樹氏
講 師／愛友サポート㈱ 代表取締役 市川 和宏氏
2/17㈮ 第716回MS テーマ／倫理法人会という接着剤〜過去・現在・未来
由佳里氏
2/24㈮ 第717回MS 講 師／ツインプリンセスれお 共同代表 藤原
駄場 あゆみ氏

テーマ／女性が真に生き生きと人生を楽しむための３つのこと

木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

講 師／ヘアーコレクションアキノリ 赤瀬 昭紀氏
2/ 2㈭ 第690回MS テーマ／倫理と出会って
講 師／㈱永作 代表取締役 永作 栄康氏
2/ 8㈬ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／苦難福門
講 師／㈱永作 代表取締役 永作 栄康氏
2/ 9㈭ 第691回MS テーマ／明るく元気に生きる
（プラス思考）
師／笑いヨガティーチャー
2/16㈭ 第692回MS 講
テーマ／笑って笑って 2017
講 師／クレストデジタルズ㈱
2/23㈭ 第693回MS テーマ／生涯青春

松山北倫理法人会
2/ 1㈬

金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予

講

師／ガーネット

代表

講

師／（一社）倫理研究所 法人局 特別研究員 鳥越

米元 正子氏

（事業体験報告）テーマ／幸福人生のセブンアクト〜人は誰でも幸せになれる〜
第652回MS テーマ／実践が命

等氏

講 師／ガーネット 代表 米元 正子氏
テーマ／純粋倫理は宝物〜お役はハイ喜んで〜
第653回MS 講 師／愛媛県歯科医師会理事 久保 奈知子氏
テーマ／お口は健康の入り口〜生活習慣病との関わり

八西準倫理法人会

火曜日 ６：３０〜７：３０ センチュリーホテルイトー

2/ 3㈮
2/10㈮

講 師／日本鶴の会 代表 鶴澤 美枝子氏
第118回MS
テーマ／志を万里の果てまで

2/ 7㈫

第515回MS 講 師／㈲新居浜ビジネスセンター 加藤 清行氏
テーマ／誰でもわかる株式投資

第119回MS 講 師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 西森 義信氏
テーマ／器（うつわ）

2/17㈮

第516回MS 講 師／愛媛信用金庫 八幡浜支店 支店長 加地 泰博氏
テーマ／未定

第120回MS 講 師／㈱まちづくり松野 専務取締役 毛利 伸彦氏
テーマ／森の国まつのでおもてなし

2/14㈫
2/21㈫

2/24㈮

講 師／㈱マルセイ 代表取締役 木元 正均氏
第121回MS テーマ／エベレストに懸けた夢

2/28㈫

第518回MS 講 師／未定
テーマ／未定

今月のMS強化月間の単会

中予地区見学交流モーニングセミナーのご案内

今治市
倫理法人会

松山伊予
倫理法人会

大洲喜多
倫理法人会

今治国際ホテル
6:30〜7：30

松山全日空ホテル
6:30〜7：30

愛媛舗道会館
6:00〜7：00

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

第517回MS 講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 徳永 孝明氏
テーマ／運命自招

司会は戒田節子アナウンサー

● 地区を越えて交流を深めてください。●

2/9㈭
6：30〜

松山伊予倫理法人会

〈第691回MS〉

場所／松山全日空ホテル

講 師／㈱永作 代表取締役 永作 栄康氏
テーマ／明るく元気に生きる（プラス思考）

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?

MS強化月間

松山伊予倫理法人会

伊予市倫理法人会

川又 久萬氏

MS強化月間

講 師／井戸垣産業㈱ 代表取締役社長 井戸垣 昌延氏

2/28㈫ 第１289回MS テーマ／エベレストに懸けた夢！

支店長 近藤 和則氏

講 師／富士研修参加者

講 師／太周來土（たすらいと） 代表 秀野
テーマ／四摂法

講 師／(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー
2/15㈬ 第852回MS テーマ／企業の発展は倫理の力

講 師／㈱ＣＰＩ 代表取締役 本宮
テーマ／倫理力でつかむ喜び

2/24㈮

第363回MS 講 師／㈱ほけんラボ松山店 店長 片岡 伸二郎氏
テーマ／あなたの好きなことはなんですか？

第258回MS

講 師／ヒカリ紙工㈱ 代表取締役 坂下 正和氏
テーマ／「トップのエネルギーが会社を作る」
・
・その理由！

第683回MS

2/17㈮

2/ 9㈭

2/21㈫ 第１288回MS テーマ／一日一回の力

2/ 1㈬

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

講 師／協会けんぽ（全国健康保険協会 愛媛支部）企画総務部
第823回MS
企画総務グループ グループ長 藤江 昇氏
テーマ／あなたの会社の従業員、へたっていませんか？

講 師／(一社)倫理研究所 名誉専任研究員
2/15㈬ 第825回MS テーマ／倫理経営へのワンステップ

2/14㈫

2/21㈫ 第772回MS

2/17㈮

講 師／カコイ建設 代表 栫 浩志氏
テーマ／万事休す！がスタートでした

第362回MS 講 師／カコイ建設 代表 栫 浩志氏
テーマ／モーニングセミナーは実践道場

砥部倫理法人会

宇和島市倫理法人会

講 師／伊予銀行 松丸支店
2/ 8㈬ 第824回MS テーマ／未定

2/ 2㈭

講 師／㈱誠和 会長 東 文弘氏
テーマ／カタカナがうまく書けない男の創業物語

2/10㈮

経営者の集い
2/16㈭ 18
：30〜19：30

章氏

講 師／㈲カーショップタナカ 代表取締役 田中 光男氏
第１287回MS
テーマ／くるまや一筋50年

2/14㈫ 第771回MS

講 師／（一社）倫理研究所 中国・四国方面長 那須 隆氏
テーマ／すべてに意味がある
〜学ぶと同時に実験する幸福の法則〜
講 師／㈱松野町農林公社 森の国ホテル
第682回MS
代表取締役 毛利 伸彦氏
テーマ／森の国まつのでおもてなし

2/10㈮

第361回MS 講 師／東温市 市長 加藤
テーマ／東温市のまちづくり

2/ 7㈫

2/ 8㈬

金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館

2/ 3㈮

講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 岡田 紀夫氏
第257回MS
テーマ／倫理とは

講 師／㈱誠和 会長 東 文弘氏
テーマ／3回倒産を経験し どん底からの創業物語

西条市倫理法人会
2/ 3㈮ 第681回MS

金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

講 師／㈱松野町農林公社 代表取締役 毛利 伸彦氏
第360回MS
テーマ／森の国でおもてなし

講 師／日本鶴の会 代表 鶴澤 美枝子氏
第１286回MS
テーマ／志を万里の果てまで

経営者の集い
2/13㈪ 18
：30〜19：30

訓氏

東温倫理法人会

玉井 千惠氏
代表取締役 渡部 雅泰氏

水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山

講 師／一般財団法人 日本創生財団
第556回MS
代表理事 眞木 仁氏
テーマ／前例の無い事を創るモチベーションは
倫理の高さで保つ

師／㈱VOLUME 取締役 勢井 智裕氏
2/ 8㈬ 第557回MS 講
テーマ／やりたいこと、と、できること
講 師／岡田印刷㈱
2/15㈬ 第558回MS テーマ／倫理とは

岡田 紀夫氏

講 師／㈱もんたや 代表取締役
2/22㈬ 第559回MS テーマ／富士研報告会

門田

弥氏

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
1月30日I 〜 2月 2日L
2月 6日I 〜 2月 9日L
2月13日I 〜 2月16日L
2月20日I 〜 2月23日L
2月27日I 〜 3月 2日L

※都合により予定が変更となる場合があります。

取締役

相中ふじ子さん

㈱ヴァンサンカン 社長

石原美良子さん

㈱相中組

ひがし野グループ

代表

今井

典子さん

松山伊予倫理法人会

会長

松田

賛さん

㈱石材振興会

菊池 一豊さん

