愛媛県内 単会別 3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

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
建設部 部長 高須賀 健二氏
3/ 4㈭ 第１104回MS テーマ／生で見た熊本地震被災地

〜被災建築物応急危険度判定活動で見たもの感じたこと〜

講 師／ボイストレーナー 三宅 智子氏
テーマ／３・１１ 忘れないために…

3/11㈭

第１105回MS

3/18㈭

第１106回MS

3/25㈭

第１107回MS 講 師／農業法人 ㈱維里 首藤 元嘉氏
テーマ／農業＝地域事業 〜農業が創る地域の未来〜

講 師／BAR Sheyla マスター
国際理解コーディネーター 中矢 匡氏
テーマ／地球の上に生きる〜80カ国で出会った人々

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
3/ 2㈫ 第952回MS 講 師／えひめ中小企業ネットワーク協同組合
専務理事事務局長 張 永慶氏
テーマ／コロナ激動時代こそ、世界へ

3/ 9㈫ 第953回MS

講

師／NPO法人紙のまち図書館・暁雨館
学芸員 三宅 媛子氏
テーマ／宇摩郡の変わり者?! 安藤正楽

師／SKT渡部事務所 代表 渡部 昌九郎氏
3/16㈫ 第954回MS 講
テーマ／営業レターで築く お客様との信頼関係
師／㈱維里 代表取締役 首藤 元嘉氏
3/23㈫ 第955回MS 講
テーマ／食を変えれば未来が変わる
〜食と農業が環境に果たす役割〜

3/30㈫

本日のモーニングセミナーはお休みします。

西条市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
講 師／㈱車楽 代表取締役 横井 康真氏
3/ 5㈮ 第851回MS テーマ／これからのオンラインワールド！SNSの活用法
3/12㈮

講 師／ＳＫＴ渡部事務所 代表 渡部 昌九郎氏
第852回MS
テーマ／営業レターで築くお客様との信頼関係

3/19㈮

講 師／石鎚神社氏子立螺之会 代表者 岩本 廣志氏
第853回MS
テーマ／石鎚山と法螺貝

3/26㈮

講 師／「たんぽぽ」
ビアノ教室 主宰 毛利 久美子氏
第854回MS
テーマ／心に太陽を持て くちびるに歌を持て

西条西倫理法人会
3/ 2㈫

講 師／㈱日本交通公社 取締役企画部長
3/ 9㈫ 第415回MS テーマ／倫理で学んだこと

3/10㈬

今治国際ホテル

〜自分自身で元気になる力を高めよう〜
講 師／結寿庵 堀金 幸枝氏
第761回MS テーマ／過去から学ぶことで未来を創る（運命自招）
講 師／㈱ザ・ドアーズ 白石 道子氏
第762回MS
テーマ／未定
講 師／㈲ノリテック 代表取締役 今井 典子氏
第763回MS テーマ／人生を振り返って。これからも頑張ります

3/17㈬
3/24㈬
講 師／Enchant'e 大原 みゆき氏
3/31㈬ 第764回MS テーマ／すべては必然〜倫理で学んでいること〜

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／MTKサービス 代表 北村 麻理映氏
3/ 3㈬ 第772回MS 講
テーマ／パラレルキャリアとこれからの働き方
講 師／新居浜消防署
3/10㈬ 第773回MS テーマ／減災

3/17㈬

第774回MS

副課長 藤田 祐一氏

講 師／Personal gym ﬁt
テーマ／未定

師／藤田歯科クリニック
3/24㈬ 第775回MS 講
テーマ／未定
師／未定
3/31㈬ 第776回MS 講
テーマ／未定

代表

白石 祐介氏

藤田 大蔵氏

中村 佑志氏

本日のモーニングセミナーはお休みします。
3/16㈫
本日のモーニングセミナーはお休みします。
3/23㈫
師／「たんぽぽ」ビアノ教室 主宰 毛利 久美子氏
3/30㈫ 第416回MS 講
テーマ／心に太陽を持て くちびるに歌を持て

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

3/ 1㈪
3/ 8㈪

講 師／杉本メガネ 杉本 祐子氏
第96回MS
テーマ／商家に嫁いで40年
第97回MS 講 師／エリエールフーズ㈱ 佐野 美香氏
テーマ／今 私が思うこと

3/15㈪

第98回MS

3/22㈪

松山市倫理法人会

松山北倫理法人会
3/ 3㈬ 第736回MS

講 師／フリーアナウンサー 重橋 秀香氏
テーマ／信頼関係を築くコミュニケーションスキル

3/10㈬ 第737回MS

講 師／松山市議会議員 向田 将央氏
テーマ／すぐやる

3/17㈬ 第738回MS

講 師／㈱かがやき総合保険企画 部長 村上 和哉氏
テーマ／未定

3/24㈬

本日のモーニングセミナーはお休みします。

3/31㈬ 第739回MS

講 師／㈲つじうち 代表取締役 辻内 秀明氏
テーマ／未定

東温倫理法人会
3/ 6㈯
3/12㈮

講 師／㈱ライフプラザパートナーズ 郡 佳奈美氏
テーマ／明朗愛和
〜愛のパンは、いくら分けてもなくなることがない〜
講 師／㈱マミーズファミリー 増田 かおり氏
第99回MS
テーマ／光の柱が立つとき

3/29㈪ 第100回MS

講 師／ウェディングギャラリー マリィエ 橘 眞理子氏
テーマ／今、私が成すべき事

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルマイステイズ松山

水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山

第825回MS 講 師／未定
テーマ／未定

3/20㈯㊗

3/26㈮

第826回MS 講 師／(一社)倫理研究所
テーマ／死は生なり

講 師／仙味エキス㈱ 常務取締役 筬島 秀幸氏

3/27㈯ 第541回MS テーマ／倫理における学びと成長
砥部倫理法人会

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

3/30㈫

師／㈱ヤツヅカ 代表取締役
3/25㈭ 第430回MS 講
テーマ／思いから想いへ

師／㈱維里 代表取締役 首藤 元嘉氏
3/10㈬ 第１028回MS 講
テーマ／農業＝地域事業〜農業が創る地域の未来〜

師／㈱クリエ（clear-A）代表 出口 友子氏
3/17㈬ 第１029回MS 講
テーマ／ブランドではなく、ストーリーでモノを売る。

3/24㈬

コロナに負けない！愛媛発「ライブコマース」の魅力
講 師／社会保険労務士法人 久万田社会保険労務士事務所
第１030回MS
代表社員 久万田 昌弘氏
テーマ／夢の大きさが、その人の器を決める

3/10㈬ 18経営者の集い
：30〜19：30

山本 佳宏氏

講 師／平和印刷㈱ 取締役会長 芥川
テーマ／役から学ぶ倫理力

徹氏

講 師／平和印刷㈱ 取締役会長 芥川

徹氏

3/12㈮
3/19㈮

第294回MS

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
講
師／愛媛銀行八幡浜支店 次長 村上 英明氏
3/ 2㈫ 第692回MS テーマ／コロナ禍における暮らしの変化について
講 師／(一社)倫理研究所

八束 和志氏

3/30㈫

山縣 俊二氏

本日のモーニングセミナーはお休みします。

plus

講 師／ポリテクセンター愛媛
生産性センター業務課長 藤津 幸治氏
テーマ／生産性向上を支援する人材育成セミナーのご案内
小川

法人レクチャラー

愛媛県倫理法人会のラジオ番組「心にプラスワン」

講 師／駅前歯科医院 院長 能智 星悟氏
テーマ／ 奇蹟 ―キセキー

師／㈱武真アビリティ
3/26㈮ 第295回MS 講
テーマ／未定

二川 正志氏

3/ 8㈪ 経営者の集い
19：00〜 テーマ／お仏壇の修復業って成り立つの！？ 本に繋がり、末に広がる
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 山縣 俊二氏
3/ 9㈫ 第693回MS テーマ／リーダーは部下の指示を聞け！？ 万人の下僕たらん生き方
講 師／マエダ商事㈱ 代表取締役 前田 陽一郎氏
3/16㈫ 第694回MS テーマ／実践躬行
講 師／八西準倫理法人会専任幹事 大田 康詞氏
3/23㈫ 第695回MS テーマ／未定

伊予市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予
講 師／（一社）愛媛福祉車輛協会 代表理事 平岡 清樹氏
3/ 5㈮ 第292回MS テーマ／人生 兄弟 倫理
第293回MS

法人アドバイザー

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！

泉氏

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

本日のモーニングセミナーはお休みします。

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
師／㈲ノリテック 代表取締役 今井 典子氏
3/ 5㈮ 第891回MS 講
テーマ／人生波乗り！
講 師／㈱サンキ
3/12㈮ 第892回MS テーマ／苦難福門

会長 森脇 慎一氏

師／マエダ商事㈱
3/19㈮ 第893回MS 講
テーマ／実践躬行

代表取締役 前田 陽一郎氏

講 師／㈲アーキテクトイザワ

3/26㈮ 第894回MS テーマ／倫理に出逢って

代表取締役

井澤 剛一氏

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

司会は戒田節子アナウンサー

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
師／FAN＋ 山本 雅子氏
3/ 4㈭ 第867回MS 講
テーマ／予祝（よしゅく）のススメ
〜最高の未来を引き寄せる方法〜

講 師／松山ヤクルト販売㈱ 代表取締役社長
3/11㈭ 第868回MS テーマ／私の
「生きる」ということ
講 師／ENGAGEMENT㈱ 松山支社
3/18㈭ 第869回MS テーマ／笑顔相続

塩出 卓一氏

支社長 成澤 優希氏

講 師／㈱東納本店 代表取締役 東納 英一氏
第870回MS
テーマ／心境向上は目覚めから

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。

3月の放送スケジュール

3/25㈭

新型コロナウイルス感染防止のため中止いたします。

3/19㈮

講 師／㈲シューユゥー ラ・マリアージュ
代表取締役 反田 裕一氏
テーマ／明朗・愛和
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／居酒屋大の地 店主 大西 大地氏
3/18㈭ 第429回MS テーマ／
４２年間を振り返って

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／㈲くりた自動車 専務取締役 栗田 篤幸氏
3/ 3㈬ 第１027回MS テーマ／私の働く意義とは

3/ 5㈮

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

3/13㈯ 第540回MS

3/23㈫ 第１469回MS テーマ／食べて元気に美しく！

〜コロナ禍だからこそ大切なセルフメディケーション〜

大洲喜多倫理法人会

第824回MS DVDビデオ研修

3/11㈭ 第428回MS テーマ／妻から学ぶ倫理力

5週目の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

本日のモーニングセミナーはお休みします。

3/12㈮

3/16㈫ 第１468回MS テーマ／未見の我

講 師／からだ経営塾 代表 中野 恵子氏

3/31㈬

土曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

師／Y s café 店主
3/ 4㈭ 第427回MS 講
テーマ／ビフォーアフター

講 師／㈱シモバン 代表取締役 松本 浩之氏

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／㈱パナワールド 社員 宮本 直氏
3/ 3㈬ 第998回MS テーマ／富士研修に参加して
師／㈱ヤツヅカ 販売部 課長 堀川 一哉氏
3/10㈬ 第999回MS 講
テーマ／倫理塾での学び
師／㈱イナミコーポレーション 会長 稲見 勇喜夫氏
3/17㈬ 第１000回MS 講
テーマ／企業経営に必要な杖
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 園尾 英樹氏
3/23㈫ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／幸も不幸も自分の心が決める
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 園尾 英樹氏
3/24㈬ 第１001回MS テーマ／突破力が身につくイイ話

講 師／松山酸素㈱ 専務取締役 大槻 映幸氏
第539回MS
テーマ／転ぶなら前向きに
経営者の集い 講 師／㈲シューユゥー ラ・マリアージュ
18：30〜19：30
代表取締役 反田 裕一氏
テーマ／倫理と出会って

師／合同会社笑人士 代表 塩崎 真士氏
3/ 2㈫ 第１466回MS 講
テーマ／毎日が楽しくワクワクする！やる気スイッチの入れ方
講 師／㈱武真アビリティ 店長 徳永 光氏
3/ 9㈫ 第１467回MS テーマ／ハイ！喜んで！
！天命追求型で今を楽しむ

3/31㈬

今治市倫理法人会
水曜日 ６：3０〜７：3０
講 師／自力整体 辻本 奈生子氏
3/ 3㈬ 第760回MS テーマ／骨盤の開閉力が若さの秘訣!!

火曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会議所東予支所

講 師／㈱住工房たかせ
第414回MS
整理収納アドバイザー 髙瀬 あかね氏
テーマ／あなたの暮らしが楽になる！収納の仕組みづくり

※都合により予定が変更となる場合があります。

3月 1日I 〜 3月 4日L

㈱パナ・ワールド 代表取締役社長

3月 8日I 〜 3月11日L
3月15日I 〜 3月18日L

フラワーおおにし 店長

3月22日I 〜 3月25日L
3月29日I 〜 4月 1日L

山本

定彦さん

大西三津子さん

㈲つじうち

代表取締役

辻内

秀明さん

㈱華桔梗

代表取締役

武知

和恵さん

永田

光春さん

永田化学㈲

会長

