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

西条西倫理法人会
3/ 1㈬ 第280回MS

水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース
講 師／㈱イトー 代表取締役 伊藤 篤司氏
テーマ／プロレスから学んだこと
〜その倫理法人会的ご紹介〜

3/ 8㈬ 第281回MS

講 師／N.T.ランゲージアカデミー
取締役社長 永井 眞野氏
テーマ／永井眞野の珍道中…英語編

3/15㈬ 第282回MS

講 師／(一社)倫理研究所 法人アドバイザー 飯塚 秀夫氏
テーマ／徳をベースとした会社経営

3/22㈬
3/29㈬

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 リーガロイヤルホテル新居浜
講 師／新居浜市倫理法人会 幹事 八田 十美子氏
3/ 2㈭ 第927回MS テーマ／富士研修の報告
講 師／新居浜市倫理法人会 会長 加藤 清行氏
3/ 9㈭ 第928回MS テーマ／田舎の金太郎パート8
講 師／ＦＣ今治 代表取締役社長 矢野 将文氏
3/16㈭ 第929回MS テーマ／新しいクラブを作る挑戦
経営者の集い
講 師／㈱マルセイ 木元 聖花氏
30〜19：30
3/22㈬ 18：ユアーズ
テーマ／私が歩んで来た半世紀
講 師／㈱マルセイ 木元 聖花氏
3/23㈭ 第930回MS テーマ／夫婦で夢を
講 師／法人保険研修所 所長 永易 修治氏
3/30㈭ 第931回MS テーマ／相続診断士が語る相続よもや話

松山市倫理法人会
火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルJALシティ松山
講 師／行政書士矢野清一事務所 代表 矢野 清一氏
3/ 7㈫ 第１290回MS テーマ／『感謝と祈りのとき』─富士研で気づいた大切なこと
経営者の集い
講 師／㈱グローバルコスモ 代表取締役 黒川 義之氏
：30〜19：30
3/13㈪ 18社会福祉会館
テーマ／事業展開と倫理の学び

四国中央市倫理法人会

松山市中央倫理法人会

3/ 7㈫

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

第774回MS 講 師／高松東倫理法人会 菊地 千栄氏
テーマ／さめない愛の育み方

倫理経営講演会 講 師／（一社）倫理研究所 関東・甲信越方面
3/13㈪ 18
：00〜19：45 テーマ／大転換の時代─ 新 に挑む─

坂元 一成氏

講 師／（一社）倫理研究所 関東・甲信越方面 坂元 一成氏
テーマ／栞に学ぶ

3/21㈫ 第776回MS

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

3/28㈫ 第777回MS

講 師／㈱中央電気保安協会 神野 眞弓氏
テーマ／人生すべては人の出逢いから

西条市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
講
師／ヘアーコレクション・
3/ 3㈮ 第685回MS テーマ／倫理と出会って アキノリ 代表 赤瀬 昭紀氏
講 師／森 麻弥氏
3/10㈮ 第686回MS テーマ／未定
講 師／㈲ミートハウスフジタ キャリア共育研究所長 清水 美穂氏
3/17㈮ 第687回MS テーマ／地域の求職者から見える募集・採用・育成について
特別ナイトセミナー 講 師／愛媛マンダリンパイレーツ 監督 河原 純一氏
：00〜19：00 テーマ／未定
3/21㈫ 18アサヒビール園
師／㈱ライフブレイン しあわせたまご 高橋 正明氏
3/24㈮ 第688回MS 講
テーマ／結婚のすすめ
本日のモーニングセミナーはお休みします。

今治市倫理法人会
水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
講 師／弁護士法人桑森法律事務所 桑森 ひとみ氏
3/ 1㈬ 第584回MS テーマ／弁護士よもやまばなし
師／㈲武吉 代表取締役 近藤 朋子氏
3/ 8㈬ 第585回MS 講
テーマ／仕事そして家事、子育てetc
講 師／oﬃce9632 代表 黒光 律子氏
3/15㈬ 第586回MS テーマ／ＳＯＦＴを使った指導
講

師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 吉田 友恵氏

ナイトセミナー
3/21㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／最高のリーダーに学ぶ
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 吉田 友恵氏
第587回MS
テーマ／倫理実践で得たもの失くしたもの
3/22㈬
講 師／㈱華屋衣裳店 専務取締役 久保田 千恵美氏
3/29㈬ 第588回MS テーマ／『夫婦は一対の反射鏡』私の永遠のテーマです

MS強化月間

新居浜別子倫理法人会

黒川 義之氏

平松 志郎氏

講 師／(特非)愛媛県不動産コンサルティング協会
理事長 竹内

3/28㈫ 第１293回MS テーマ／愛媛の空き家問題

3/ 1㈬

3/14㈫ 第775回MS

3/31㈮

師／㈱スターフーズ 代表取締役
3/21㈫ 第１292回MS 講
テーマ／私にとって倫理とは

3/ 8㈬
3/15㈬

学氏

水曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

講

師／NPO法人 国際地雷処理・地域復興支援の会
第854回
理事長兼現地代表 高山 良二氏
１００名MS テーマ／ 地球倫理推進賞 を受賞して
第855回MS 講 師／ロジカル マネジメント 代表 岩城 博之氏
テーマ／ロジカル
（論理的）
なマネジメント
（経営）
本日のMSはお休みしますので、普段行く事ができない松山北の100名ＭＳにご参加ください。

3/21㈫
講 師／㈱クボイ 代表取締役会長 久保井 伸治氏
3/22㈬ 第856回MS テーマ／魅力ある企業にするには
師／リバー労務アシスト 川崎 孝文氏
3/29㈬ 第857回MS 講
テーマ／未定
経営者の集い 講 師／㈱クボイ 代表取締役会長 久保井 伸治氏
18：30〜19：30 テーマ／地域の活性化は人づくり

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
専務取締役 相中 ふじ子氏
3/ 3㈮ 第718回MS 講 師／㈱相中組
㈲向田真珠商会 向田 由美氏
テーマ／富士研報告

3/10㈮

講 師／㈲アルテフィーチェ 代表取締役 戸田 英清氏
第719回MS
テーマ／ プレミアムダイニング の舞台裏

3/17㈮

講 師／オフィスシステムセブン 代表 藤田 晴彦氏
第720回MS
テーマ／かつてラジオで話した「きいて得する話」

3/24㈮

水曜日 ６：００〜７：００ ウェディングパレスふじ

講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 岡田 紀夫氏

3/31㈮ 第721回MS テーマ／倫理とは

3/ 1㈬
3/ 8㈬

第593回MS

講 師／（一社）倫理研究所 中国・四国方面長 那須
テーマ／限りなき力を生む名代の倫理

3/15㈬

第594回MS

講 師／内田石油㈱ 白川 陽一氏
テーマ／人生いろいろあるさ

3/22㈬

講 師／ビイナエラワイン企画 ディアス由紀子氏
第595回MS テーマ／ワインのイロハ

3/29㈬

講 師／桑森法律事務所 桑森 ひとみ氏
第596回MS テーマ／弁護士よもやま話

隆氏

木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

講 師／㈲ジェイオフィス
3/ 2㈭ 第694回MS テーマ／哲学と倫理

勝文氏

テーマ／信用と信頼

本日のモーニングセミナーはお休みします。

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

訪問看護リハステーション CORE
代表取締役 篠原 弘康氏
テーマ／訪問看護事業と作業療法

師／㈱履継会

砥部町老人クラブ使用のため、
本日のモーニングセミナーはお休みします。

経営者の集い 講 師／りんじろうビルダー日総建㈱ 代表取締役 福田 安雄氏
18：30〜19：30 テーマ／古希からの再出発をして５年
講 師／りんじろうビルダー日総建㈱ 代表取締役 福田 安雄氏
第262回MS テーマ／後継者の引き継ぎの想い
講 師／㈱愛幸通信社 代表取締役 酒井 一樹氏
第263回MS
テーマ／ペッパー君と学ぶ、ITが結ぶ人の縁
講 師／㈲宮本建築工房 代表取締役 宮本 篤氏
第264回MS
テーマ／半生を振り返り反省！『そして、これから』

伊予市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予
講 師／福の種合同会社 社長 木村 徹氏
3/ 3㈮ 第122回MS テーマ／Happy Happy Yeah! 〜倫理と笑いヨガ〜
講 師／（一社）倫理研究所 中国・四国方面長 那須 隆氏
3/10㈮ 第123回MS テーマ／かぎりなき力を生む名代の倫理
（身代わりの倫理）
経営者の集い 講 師／㈱千坂 代表取締役社長 千坂 剛久氏
3/16㈭ 18：30〜19：30 テーマ／倫理経営を目指してパートⅠ「経営理念の大切さ」
師／㈱千坂 代表取締役社長 千坂 剛久氏
3/17㈮ 第124回MS 講
テーマ／倫理経営を目指してパートⅡ
講 師／食文化・料理研究家／作曲家 中村 和憲氏
3/24㈮ 第125回MS テーマ／幸せの種をまこう
3/31㈮

本日のモーニングセミナーはお休みします。

今月のMS強化月間の単会
松山北
倫理法人会

ウエディングパレスふじ
6:00〜7：00

東京第一ホテル松山
6:30〜7：30

講 師／（一社）倫理研究所 中四国方面長 那須

3/29㈬

清家 洋一氏

本日のモーニングセミナーはお休みします。

大洲喜多倫理法人会
金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館
講 師／㈱松野町農林公社 代表取締役 毛利 伸彦氏
第654回MS
3/ 3㈮
テーマ／森の国のおもてなし
師／プライム・サービス 代表 永井 周治氏
3/10㈮ 第655回MS 講
テーマ／朝型人間の秘密
3/17㈮
3/23㈭
3/24㈮
3/31㈮

第656回MS 講 師／宇和島市倫理法人会 専任幹事 田中 繁幸氏
テーマ／未定
経営者の集い 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 大島 修治氏
18：30〜19：30 テーマ／私の苦難福門
たる井

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 大島 修治氏
第657回MS テーマ／出せば入る
講 師／損保ジャパン日本興亜 重松 亜沙斗氏
第658回MS テーマ／未定

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

3/ 7㈫

講 師／八幡浜商工会議所 会頭 木綱 修三氏
第519回MS
テーマ／少子高齢化社会と経営

3/13㈪

経営者の集い 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 太郎良 和孝氏
18：30〜19：30 テーマ／倫理を学び父親に素直になれた事

3/14㈫
3/21㈫

第520回MS 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 太郎良 和孝氏
テーマ／倫理の学び・出会い・実践に感謝
講 師／南予地方局八幡浜支局長 尾崎 幸朗氏
第521回MS
テーマ／愛媛西伊予地域と大分県中部地域との交流について

3/28㈫

講 師／松山市倫理法人会 竹田 富男氏
第522回MS テーマ／収益を上げる会社の社長・社員が実践していること

司会は戒田節子アナウンサー

南海放送ラジオのHPから過去の放送もCMもお聴きいただけます！

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

『 心に
プラスワン 』

\

クリック
『ポッドキャストで
番組を聴いてみよう』

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)

隆氏

講 師／岡田印刷㈱ アドバイザー 岡田 紀夫氏
第696回MS テーマ／倫理とは

3/16㈭
講 師／メットライフ生命保険㈱
3/23㈭ 第697回MS テーマ／苦難福門
3/30㈭

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 宮坂 真由美氏

3/15㈬ 第829回MS テーマ／未定
講 師／愛媛県倫理法人会 東予地区長
3/22㈬ 第830回MS テーマ／倫理に出会って２
０年

愛媛県倫理法人会のラジオ番組「心にプラスワン」

新居浜別子
倫理法人会

代表取締役 越智 淳一氏

3/ 9㈭ 第695回MS テーマ／かぎりなき力を生む名代の倫理（身代わりの倫理）
矢野 尚良氏

５週目の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

松山北倫理法人会
3/ 8㈬
3/14㈫
3/15㈬
3/22㈬
3/28㈫
3/29㈬

3/15㈬
3/16㈭
3/23㈭
3/30㈭

宗

第367回MS 講 師／㈱ドゥアイネット 代表取締役社長 土井 幸喜氏

砥部倫理法人会
3/ 2㈭ 第261回MS 講
3/ 9㈭

代表取締役

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／㈱まちづくり松野
専務取締役 毛利 伸彦氏
3/ 1㈬ 第827回MS テーマ／森の国まつので おもてなし
講 師／ホテルニューオータニ 元料理長 藤間 高志氏
3/ 8㈬ 第828回MS テーマ／料理と文化
経営者の集い
：30〜19：30 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 宮坂 真由美氏
3/14㈫ 18
宇和島リージェントホテル テーマ／未定

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?

松山伊予倫理法人会

3/ 1㈬

3/24㈮

師／㈲宗印刷所

本日のMSはお休みしますので、普段行く事ができない東温のＭＳにご参加ください。

水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山

本日のMSはお休みしますので、普段行く事ができない松山市中央の100名ＭＳにご参加ください。
講 師／ここくりあ 本山 千恵氏
第560回MS テーマ／色からの贈り物〜生きるとは感じること
特別ナイトセミナー 講 師／㈱大地を守る会 藤田 和芳氏
18：30〜19：45 テーマ／有機農業の先進国キューバ
講 師／㈱大地を守る会 藤田 和芳氏
第561回
１００名MS テーマ／ソーシャルビジネスとは何か 社会的企業としての大地を守る会
講 師／マニュライフ生命保険㈱ 稲田 由美氏
第562回MS テーマ／私を支え、
育ててくれた人へ感謝を込めて
経営者の集い 講 師／㈱スマイル・フォスター 代表取締役 小林 良子氏
18：30〜19：30 テーマ／生産性を高めるコミュニケーション
講

師／㈱スマイル・フォスター

第563回MS テーマ／笑顔の実践

代表取締役

協賛特典

小林 良子氏

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。

3月の放送スケジュール

MS強化月間

講 師／㈲向田真珠商会 向田 由美氏
第592回MS
テーマ／倫理はいつも私のそばに

講

（事業体験報告）テーマ／心を決める〜亡き父の言葉〜

3/31㈮

本日のモーニングセミナーはお休みします。

講 師／㈱グローバルコスモ 代表取締役
3/14㈫ 第１291回MS テーマ／豆富づくりは夢づくり

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／マルマストリグ㈱ 取締役部長 四之宮 泰氏
3/ 3㈮ 第364回MS テーマ／悪運の強さで62年間生きてきました
講 師／㈲アーキテクトイザワ 代表取締役 井澤 剛一氏
3/10㈮ 第365回MS テーマ／後悔しない家づくりの秘訣
師／㈱綜企画設計 最高顧問 長廣 徳密氏
3/17㈮ 第366回MS 講
テーマ／設計事務所の経営
倫理経営講演会 講 師／㈱ドゥアイネット 代表取締役社長 土井 幸喜氏
3/23㈭ 18
：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─ 新 に挑む─

※都合により予定が変更となる場合があります。

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

㈱石材振興会

菊池

一豊さん
彰彦さん

ＡＹ貸ふとん店

代表

八束

松山北倫理法人会

会長

前田陽一郎さん

㈱ハヤシ電工

会長

林

かとう歯科

歯科衛生士

薫さん

矢野さん

