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

水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース

3/ 7㈬

第316回MS 講 師／西条市役所 教育委員会 管理部
人権教育課長 近藤 誠氏
テーマ／認知症を学び 地域で支えよう

3/14㈬

第317回MS 講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 岡田 紀夫氏
テーマ／倫理とは

3/21㈬㊗
3/28㈬

祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。

3/30㈮

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
講 師／㈱響 代表取締役 井上 和弘氏
第１338回MS
3/ 6㈫
テーマ／認知症の理解
講 師／㈲ジェイオフィス 代表取締役 越智 淳一氏
第１339回MS
3/13㈫
テーマ／倫理と死生観
倫理経営講演会 講 師／(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー 加藤 公利氏
3/19㈪ 18
：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 野田 やよい氏
3/22㈭ 第978回MS テーマ／得るは捨つるにあり
（てふてふ）代表
3/29㈭ 第979回MS 講 師／tef２
コーチング・カウンセリング さくら あくり氏

3/20㈫

四国中央市倫理法人会 火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ
師／㈲あいらんど 社長 松尾 桂氏
3/ 6㈫ 第824回MS 講
テーマ／伊予市倫理法人会設立のプロセス
倫理経営講演会 講 師／柳下 文寛氏
3/12㈪ 18：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─

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／㈲アドキー 代表取締役 岸本 徳隆氏
第902回MS
3/ 7㈬
テーマ／自分をつくってくれた言葉たち

（事業体験報告）講 師／松原 照明氏
テーマ／素晴しき倫理法人会憲章
講 師／松原 照明氏
講 師／柳下 文寛氏
第825回MS
テーマ／倫理は人のためならず
テーマ／純情
講 師／㈱優樹 代表取締役社長 下野 政城氏
第826回MS
テーマ／平凡を非凡に努める
講 師／大光チップ作業㈱ 会長 日野 和男氏
第827回MS
テーマ／市内をたずね歩いて

3/13㈫
3/20㈫
3/27㈫

3/27㈫

3/14㈬

講

師／フラワーショップ ナーサリーさぬい

講

師／(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー 加藤 公利氏

代表 木本 隆洋氏

第１340回MS テーマ／近い

講 師／フラワーショップ ナーサリーさぬい 代表 木本 隆洋氏
テーマ／倫理実践がもたらすもの
講 師／㈱CPI 代表取締役 本宮 薫氏
第１341回MS
テーマ／道はひとつ〜日本へ・ベトナムへ・カンボジアへ 。。。〜

第903回MS 講 師／（一社）倫理研究所 法人局
中国・四国副方面長 泉 憲治氏
テーマ／小我を捨て、大我に生きる

祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。
3/21㈬㊗
講
師／㈱三恵
代表取締役 内山 昌紀氏
3/27㈫ 特別ナイトセミナー
18：30〜19：30 テーマ／逃げてはいないか！

3/28㈬

第904回MS

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／素質研究会西岡律美事務所 所長 西岡 律美氏
3/ 2㈮ 第764回MS テーマ／人を活かす
「相手が分かると見え方が違う」

MS強化月間

MS強化月間

今治市倫理法人会

浩氏

3/16㈮

第766回MS 講 師／松山市議会議員 土井田 学氏
テーマ／明治維新150年をおもう

3/23㈮

第767回MS 講 師／㈱マツモふどうさん 代表取締役 松本 洋幸氏
テーマ／好きな人と好きな仕事を好きなだけ

講 師／㈱スカイネットシステム
3/30㈮ 第768回MS テーマ／沖縄から愛媛にきて

名嘉山 良国氏

ナイトセミナー
3/13㈫ 18
：30〜19：30

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 村山 順子氏
テーマ／人生を変えた10行の手紙

3/14㈬
3/21㈬㊗

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 村山 順子氏
テーマ／気づき即行

3/15㈭

祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。

3/22㈭
3/29㈭

3/ 7㈬

第629回MS

師／愛媛県美術館 主任学芸員 杉山 はるか氏
3/28㈬ 第630回MS 講
テーマ／美術館学芸員の仕事あれこれ

テーマ／助成金で会社の業績が上がる
講 師／高田歯科クリニック 院長 高田 委利氏
第742回MS
テーマ／大切な事は周りの人が教えてくれた

講 師／はるき観光 代表者 束村 温輝氏
テーマ／なぜ旅行に行けないのか
講 師／（一社）倫理研究所 法人局 参事 法人ＡＤ 松本
第744回MS
テーマ／トップの自覚 〜順序と秩序
第743回MS

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／岸田工業㈱ 代表取締役 川田 博代氏
3/ 7㈬ 第641回MS 講
テーマ／未定

松山北倫理法人会
3/ 7㈬ 第608回MS

3/14㈬ 第642回MS テーマ／決断の時既に勝利
祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。
3/21㈬㊗

3/13㈫ 18経営者の集い
：30〜19：30

講 師／㈱グローリー・インターナショナル

3/27㈫ 18：00〜20：00

倫理経営講演会 講 師／大栄建設㈱ 三石 博明氏
テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─

3/28㈬

第643回MS

講 師／大栄建設㈱ 三石 博明氏
テーマ／倫理実践の偉力

時

昴氏

3/14㈬ 18経営者の集い
：30〜19：30
3/15㈭ 第305回MS
3/22㈭ 第306回MS
3/29㈭

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館
講 師／㈲リスクマネジメント愛媛 山西
テーマ／倫理で学んだこと

忠氏

水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山
講 師／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〜
講 師／（一社）倫理研究所 法人局 岡本 妙子氏
テーマ／夫婦愛和

3/14㈬ 第609回MS
3/21㈬ 第610回MS

講 師／ＲＥＮ ｃｏｍｐａｎｙ 代表 岡本 妙子氏
テーマ／打つ手は無限

3/28㈬ 第611回MS

講 師／㈱ヴァンサンカン 代表取締役 石原 美良子氏
テーマ／仕事は尊い遊び

講 師／ＮＰＯ法人 レジェンド松山 理事長 大野 加壽子氏
テーマ／あかるく・すなおに・ひたむきに

睦氏

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／未定
3/ 7㈬ 第873回MS テーマ／未定
ナイトセミナー
講 師／メンタルセラピスト 山西 敏博氏
：30〜19：30
3/13㈫ 18
宇和島リージェントホテル テーマ／童謡メンタルセラピー理論編
師／メンタルセラピスト 山西 敏博氏
3/14㈬ 第874回MS 講
テーマ／童謡メンタルセラピー実践編
3/21㈬㊗

3/27㈫
3/28㈬

祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。

経営者の集い 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー
18：30〜19：30 テーマ／物は之を生かす人と企業に集まる
宇和島リージェントホテル

第875回MS

池

龍昇氏

講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 池
テーマ／天職を頂くには

龍昇氏

大洲喜多倫理法人会
3/ 2㈮

本日のモーニングセミナーはお休みします。

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

講 師／㈱アイビ広告 吉田 秀明氏
第700回MS
テーマ／日本人とさくらの物語

師／未定
3/ 9㈮ 第701回MS 講
テーマ／未定

講 師／㈱名玄 代表取締役 平井 芳和氏
テーマ／セルフうどん発祥物語
講 師／㈱名玄 代表取締役 平井 芳和氏
テーマ／人生は思い通りになるか
講 師／日本映画監督協会 会員 （同）
ウサギマル代表
映画監督・脚本家 大森 研一氏
テーマ／砥部町と映画
第307回MS 講 師／岩谷口獅子舞保存会 会長 田中 寛隆氏
テーマ／伝統を未来へ

講 師／太周來人 財務会計コンサルタント 秀野

3/16㈮ 第702回MS テーマ／未定

純氏

講 師／(一社)倫理研究所 名誉研究員 宇都 進一郎氏

3/23㈮ 第703回MS テーマ／本物の経営
師／未定
3/30㈮ 第704回MS 講
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／㈱アシスト防災企画 代表取締役 石川 久則氏
第167回MS
3/ 2㈮
テーマ／倫理に出会ってウランプハ沙漠へ
講 師／㈱イナミコーポレーション 代表取締役 稲見 勇喜夫氏
第168回MS
3/ 9㈮
テーマ／未定
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 原田 和彦氏
3/15㈭ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／倫理実践は宝物
師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 原田 和彦氏
3/16㈮ 第169回MS 講
テーマ／崖っぷちはチャンスですか？
講 師／ＮＰＯ法人ころころ ひかり 所長 大石 澄江氏
第170回MS
テーマ／障害ある方の芸術活動
本日のモーニングセミナーはお休みします。

八西準倫理法人会
3/ 6㈫ 第567回MS
3/13㈫ 第568回MS

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 朝照氏
テーマ／2017年度ＪＣ活動について
講 師／鳥取環境大学教授 言語社会学者 山西 敏博氏
テーマ／年度末、ほっこり気分になりましょう！

日頃がんばっている皆さまに届けたい【童謡メンタルセラピー】

3/20㈫

第569回MS 講 師／㈱光藤 代表取締役 光藤 貴志氏
テーマ／俺がちょっと動けば

3/26㈪

経営者の集い
19：00〜

3/27㈫ 第570回MS

今月のMS強化月間の単会

講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 河野 榮美子氏
テーマ／倫理指導の偉力
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 河野 榮美子氏
テーマ／純粋倫理と古事記

愛媛県倫理法人会のラジオ番組「心にプラスワン」

one
kokoroni

南海放送ラジオのホームページから

今治市
倫理法人会

松山伊予
倫理法人会

宇和島市
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

宇和島第一ホテル
6:30〜7：30

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！

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

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／㈱KRC松山
支社長 栗林 眞人氏
3/ 1㈭ 第740回MS テーマ／倫理は人生の羅針盤
3/ 8㈭ 第741回MS 講 師／社会保険労務士法人あいパートナーズ
代表社員 岩本 浩一氏

水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル

講 師／朝日生命保険相互会社 砂田 真裕美氏
第628回MS
テーマ／今までの自分を振り返って

3/ 8㈭

3/30㈮

西条市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
講 師／NPO法人 小学校英語さぽーと レイシー真由美氏
3/ 2㈮ 第728回MS テーマ／NPO法人を設立した理由
講 師／㈲クリーン不動産 営業部長 藤田 勝長氏
3/ 9㈮ 第729回MS テーマ／健○康○
師／㈲石川不動産鑑定所 代表取締役 石川 裕康氏
3/16㈮ 第730回MS 講
テーマ／愛媛マラソンと私
特別ナイトセミナー 講 師／愛媛マンダリンパイレーツ 投手 正田 樹氏
18：00〜19：00
3/19㈪アサヒビール園4F
テーマ／未定
講 師／伊曽乃神社宮司 堀川 修巧氏
第731回MS
3/23㈮
テーマ／未定
講 師／弁護士法人 桑森法律事務所 桑森 ひとみ氏
第732回MS
3/30㈮
テーマ／相続について

名誉研究員 中西

花野井 勝浩氏

本日のモーニングセミナーはお休みします。

砥部倫理法人会
3/ 1㈭ 第304回MS

3/23㈮

講 師／㈱創心建設興業 代表取締役 髙信 正勝氏
テーマ／倫理と出会って！

師／（一社）倫理研究所
3/ 9㈮ 第765回MS 講
テーマ／人生五計

−日頃がんばっている皆さまに届けたい【童謡メンタルセラピー】

倫理経営講演会 講 師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー
3/22㈭ 18
：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─

3/23㈮

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／大橋胃腸肛門科外科医院 大橋 勝英氏
3/ 1㈭ 第975回MS テーマ／50過ぎの男の問題
前立腺肥大症と前立腺がん
講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 山路 卓司氏
第976回MS
3/ 8㈭
テーマ／足下の実践
講 師／中郷農園 井門 裕彦氏
3/15㈭ 第977回MS テーマ／施設園芸30年

テーマ／逆算思考と引き寄せの法則

3/ 2㈮
3/ 9㈮
3/16㈮

金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

第409回MS 講 師／東温倫理法人会 井澤 剛一氏、仲田 英里氏
テーマ／富士研を体験して
講 師／合同会社pull UP 代表 林 たかこ氏
第410回MS テーマ／人生を最幸にきらめかせる 言葉と身体の使い方
第411回MS 講 師／公立鳥取環境大学 教授 山西 敏博氏
テーマ／年度末、ほっこり気分になりましょう!!

講 師／㈱健将 代表取締役社長 箕浦 将昭氏
（事業体験報告）テーマ／苦難から知恵が沸き福門に
第412回MS 講 師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 花野井 勝浩氏
テーマ／新世の発見

講 師／（医）駅前歯科医院 院長 能智 星悟氏
第318回MS
テーマ／富士研に学んで

（事業体験報告） テーマ／苦難は幸福の門

東温倫理法人会

MS強化月間

plus

をお聴きいただけます！

「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

※都合により予定が変更となる場合があります。

松山支社長

矢野

尚良さん

3月 5日I 〜 3月 8日L
3月12日I 〜 3月15日L

㈱サードフロア オーナー

松波

雄大さん

代表取締役

岸本

徳隆さん

3月19日I 〜 3月22日L
3月26日I 〜 3月29日L

港や 代表

久保

美穂さん

代表取締役

坂口

真美さん

2月26日I 〜 3月 1日L

㈱Jリスクマネージメント

㈲アドキー

オハナ流通センター㈱

