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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
講 師／㈲宮本建築工房 代表取締役 宮本 篤氏
4/ 4㈬ 第319回MS テーマ／半生を振り返り反省『そして、これから！』
講 師／土と暮らす 代表者 首藤 元嘉氏
4/11㈬ 第320回MS テーマ／モノの値段は、
コメの値段

ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 藤本 哲憲氏
18：30〜19：30 テーマ／傾聴で克服した人間関係

師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー
4/18㈬ 第321回MS 講
テーマ／奇跡につながる傾聴の力
本日のモーニングセミナーはお休みします。
4/25㈬

藤本 哲憲氏

MS強化月間

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
師／徳島県倫理法人会 副会長 松島 清照氏
4/ 5㈭ 第980回MS 講
テーマ／出会いで変る！
講 師／ヨーガ塾 いやしろち 塾長 小山 博明氏
4/12㈭ 第981回MS テーマ／リンパのしくみと手当法
経営者の集い
師／㈱浜崎 丸山 保夫氏
4/18㈬ 18：30〜19：30 講
テーマ／サラリーマン会長、そして後継者育成へ

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／（一社）倫理研究所 研修部 研究員 田上 不折氏
4/ 3㈫ 第１342回MS テーマ／美しく生きる

4/19㈭
4/26㈭

ユアーズ

第982回MS 講 師／㈱浜崎 丸山 保夫氏
テーマ／倫理経営の実践
講
師／㈲クリーン不動産 藤田 勝長氏
第983回MS
テーマ／心義一体

講 師／㈱CPI 代表取締役 本宮 薫氏
テーマ／道はひとつ 〜日本へ・ベトナムへ・カンボジアへ〜

師／（医）大橋胃腸肛門科外科医院 院長 大橋 勝英氏
4/ 6㈮ 第733回MS 講
テーマ／人生を変えた折々の人達
師／（一社）倫理研究所 参与 井上 茂勝氏
4/13㈮ 第734回MS 講
テーマ／言は心声なり
4/20㈮ 第735回MS 講 師／西条市役所教育委員会
管理部 人権教育課 課長 近藤 誠氏
テーマ／認知症を学び、地域で支えよう
（認知症サポーター養成講座）

4/27㈮

奉仕作業

場 所／トリム公園側河川敷
時 間／6：30〜7：00

4/24㈫

講 師／TVタレント フルビオ・コンベルシ氏
第１345回MS
テーマ／当日をお楽しみに！

4/26㈭

（ＭＯＴＯＸ） 代表取締役 松永 秀夫氏
第311回MS 講 師／㈱モトクロス
テーマ／活力朝礼で ひと儲け！

師／㈱夢企画
4/11㈬ 第906回MS 講
テーマ／これまで

代表取締役 川崎 葉子氏
そして これから

講 師／㈱ブルースター・クリエイト
代表取締役 田中 美和子氏
テーマ／人生の転機となった倫理とインドの旅

MS強化月間

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
講 師／㈱ザメディアジョン 山近 義之氏
4/ 4㈬ 第644回MS テーマ／知覧に学ぶ大学生の採用と人間力教育
師／東温倫理法人会 副会長 吉田 秀明氏
4/11㈬ 第645回MS 講
テーマ／日本人とさくらの物語
講 師／広島県倫理法人会 会長 黒川 義之氏
4/17㈫ 経営者セミナー
18：30〜19：30 テーマ／危機乗り切る倫理のご縁
講 師／広島県倫理法人会 会長 黒川 義之氏
4/18㈬ 第646回MS テーマ／人の出会いと倫理の学び
師／大同生命保険 平本 満子氏
4/25㈬ 第647回MS 講
テーマ／全て起こることは自分のため。
乗り越えるための魔法の言葉

武井 得誠氏

4/ 4㈬
4/11㈬

第877回MS

講 師／松野町移住コーディネーター 矢間 大蔵氏
テーマ／未定

4/18㈬

第878回MS

講 師／今治倫理法人会 朝礼委員長 井門 裕彦氏
テーマ／未定

4/25㈬

第879回MS

4/12㈭

哲氏

講 師／(一社)倫理研究所
法人スーパーバイザー 佐藤 福男氏
テーマ／栞の効用〜 倫理にふれて〜

大洲喜多倫理法人会

4/13㈮

4/25㈬

講 師／㈱オーエーメディア福岡 代表取締役 中尾 達弥氏
（事業体験報告）テーマ／ 本を忘れず末を乱さず
講 師／(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー 塩川 哲郎氏
第772回MS テーマ／無意識の恐れに気づく

4/27㈮

講

師／㈱BIG ROAD 最終責任者 金川 俊一氏

師／(一社)倫理研究所 理事
4/12㈭ 第746回MS 講
テーマ／みる 見る 観る

普及事業部 部長 和田

毅氏

講 師／㈱BIG ROAD 最終責任者 金川 俊一氏
テーマ／超明朗！
！
第747回MS 講 師／㈱松の花 代表取締役 中西 龍仁氏
テーマ／結実
講 師／㈱寿住宅 代表取締役社長 壽野 春幸氏
第748回MS テーマ／一度の人生、楽しく生きていきましょう

松山北倫理法人会
水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山
講 師／坊っちゃん劇場 俳優 小林 遼介氏
4/ 4㈬ 第612回MS テーマ／人生は劇場であり、あなたは物語の主役である
講 師／南海放送 アナウンサー 戒田 節子氏
4/11㈬ 第613回MS テーマ／輝け命！
講 師／永田化学㈲ 代表取締役 永田 光春氏
4/18㈬ 第614回MS テーマ／出会いが人生を変える
倫理経営講演会 講 師／㈲サヨ美容室 相談役 磯田 サヨ氏
4/24㈫ 18
：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─

（事業体験報告） 講 師／㈱坂本建築設計事務所 代表取締役 坂本 靖男氏
テーマ／己との闘い
講 師／㈲サヨ美容室 相談役 磯田 サヨ氏
第615回MS テーマ／正しさよりも明るく楽しく

4/25㈬

金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予

4/ 6㈮

本日のモーニングセミナーは会場使用不可のため、お休みします。
講 師／大光チップ作業㈱ 代表取締役 日野 和男氏
第171回MS テーマ／７６才 我が人生「人の出会いと倫理」
倫理経営講演会 講 師／（一社）倫理研究所 法人局 近畿方面方面長 津隈 亮二氏
18：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─
（事業体験報告）講 師／㈱フジマ 会長 藤麻 功氏
テーマ／倫理は宝の山
講 師／（一社）倫理研究所 法人局 近畿方面方面長 津隈 亮二氏
第172回MS テーマ／明るさと正しさ
講 師／㈱フジマ 会長 藤麻 功氏
テーマ／私の人生観

4/13㈮
4/19㈭

講 師／㈲宮本建築工房 代表取締役 宮本 篤氏
4/27㈮ 第173回MS テーマ／半生を振り返り反省
『そして、これから』

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
師／相原特許事務所 所長 弁護士 相原 正氏
4/ 6㈮ 第769回MS 講
テーマ／中小零細事業者における知的財産の活用
師／太周來土 代表 秀野 純氏
4/13㈮ 第770回MS 講
テーマ／四苦八苦
師／㈱)ハート 前代表取締役社長 井川 潤一氏
4/20㈮ 第771回MS 講
テーマ／円形組織とオープン経営
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 塩川 哲郎氏
4/26㈭ 18
：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─

（事業体験報告） テーマ／活力朝礼の広力（こうりょく）

伊予市倫理法人会

4/20㈮

講 師／㈱モトクロス 代表取締役 松永 秀夫氏
第908回MS
テーマ／活力朝礼で ひと儲け！

4/19㈭
4/26㈭

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 箕浦 将昭氏
テーマ／苦難がくれた命の根っこ

新原 隆一氏

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

講 師／愛媛県立大洲高等学校 教諭 藤岡
第876回MS
テーマ／タイ７王国の文化

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

講 師／㈲ジェイオフィス 越智 淳一氏
第705回MS
テーマ／倫理と死生観
経営者の集い 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 東 秀憲氏
19：00〜
テーマ／激戦の電気業界、背水の陣
にし川
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 東 秀憲氏
第706回MS
テーマ／駅伝人生100年（＋）300年 失敗・苦難も善！
講 師／伊藤自動車㈱ 伊藤 裕樹氏

4/20㈮ 第707回MS テーマ／私の歩んだ倫理道
師／未定
4/27㈮ 第708回MS 講
テーマ／未定

師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 松尾 隆德氏
4/25㈬ 第634回MS 講
テーマ／報恩感謝〜父を通して倫理につながる〜

師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 箕浦 将昭氏

師／（一社）倫理研究所 法人局 名誉研究員
4/12㈬ 第309回MS 講
テーマ／天候気候と事業の盛衰

宇和島市倫理法人会

4/ 6㈮

4/19㈭

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／マエダ商事㈱ 代表取締役 前田 陽一郎氏
4/ 5㈭ 第745回MS テーマ／倫理との出逢い
倫理経営講演会 講 師／(一社)倫理研究所 理事 普及事業部 部長 和田 毅氏
4/11㈬ 18
：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─

講

4/ 5㈭

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

講 師／㈱ＫＲＣ松山 支社長 栗林 眞人氏
第308回MS
テーマ／倫理は人生の羅針盤

4/17㈫

今治市倫理法人会
水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
講 師／（一財）今治文化振興会 今治城 学芸員 伊津見 孝明氏
4/ 4㈬ 第631回MS テーマ／瀬戸内の要衡・今治城
師／（医）駅前歯科医院 院長 能智 星悟氏
4/11㈬ 第632回MS 講
テーマ／富士研に参加して学んだこと
講 師／㈱今治.夢スポーツ マーケティング事業部長 青木 誠氏
4/18㈬ 第633回MS テーマ／心の豊かさを追求するFC今治
倫理経営講演会 講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 松尾 隆德氏
4/24㈫ 18
：30〜20：20 テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─
（事業体験報告）テーマ／健康一番・肺がんからの学び

砥部倫理法人会

第310回MS 講 師／㈲Elysion 代表取締役
テーマ／只今、倫理の実践中

4/18㈬ 第907回MS

金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館

第416回MS 講 師／第一生命保険㈱ 羽藤 留魅氏
テーマ／ビフォーアフター

講 師／㈲グラフィオ・エム 取締役 古森 和恵氏
第１344回MS
テーマ／相続対策・認知症対策のための家族信託

4/10㈫
4/17㈫
4/24㈫

西条市倫理法人会

4/27㈮

福井 龍介氏

第１343回MS

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／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 宮本 治郎氏
第905回MS
4/ 4㈬
テーマ／捨てる

テーマ／倫理に生きた人々
講 師／大津寄 章三氏
テーマ／人間が大人になるとは
講 師／（一社）倫理研究所 中国・四国方面長 松本 真志氏
第830回MS
テーマ／朝起きの極意
講 師／㈱クイーク 代表取締役 三谷 昌平氏
第831回MS
テーマ／海ゆかば 山ゆかば

講 師／㈱フィディア 代表取締役
4/20㈮ 第415回MS テーマ／やるときは、
ひとつづつ

4/10㈫

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
講 師／（医）駅前歯科医院 能智 星悟氏
4/ 3㈫ 第828回MS テーマ／富士研をどう生かすか？
4/ 9㈪ 四国中央市宇摩倫理法人会設立前特別セミナー
講 師／大津寄 章三氏
第829回MS

4/ 6㈮

金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

第413回MS 講 師／生活環境コーディネーター 村上 美智代氏
テーマ／目からウロコの片付けセミナー
今日からあなたの人生が進化する！

師／愛媛FC 事務局スタッフ 小玉 桂造氏
4/13㈮ 第414回MS 講
テーマ／愛媛FCについて〜スポーツの地域にもたらす効果〜

〜地域活性化の鍵は農業にあり！〜

4/17㈫

東温倫理法人会

今月のMS強化月間の単会

4/24㈫

火曜日 ６：３０〜７：３０ センチュリーホテルイトー

講 師／未定
テーマ／未定
講 師／仙味エキス㈱ 常務 杉本 孝至氏
テーマ／会長に感謝（三度目の正直）
講 師／浜田 規史氏
テーマ／未定
講 師／(一社)倫理研究所 法人アドバイザー 山岸 正勝氏
テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─
（事業体験報告）講 師／沖縄県うるま市倫理法人会 仲村 靖氏
テーマ／苦難に学ぶ〜明朗愛和の気づき〜
講 師／(一社)倫理研究所 法人アドバイザー 山岸 正勝氏
第574回MS
テーマ／倫理経営の凄さ

東予地区見学交流モーニングセミナーのご案内

新居浜別子
倫理法人会

松山市
倫理法人会

ウェディングパレスふじ
6:00〜7：00

ホテルマイステイズ松山
6:30〜7：30

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

八西準倫理法人会
4/ 3㈫ 第571回MS
4/10㈫ 第572回MS
4/17㈫ 第573回MS
倫理経営講演会
4/23㈪ 18
：00〜20：00

● 地区を越えて交流を深めてください。●

4/18㈬
6：00〜

司会は戒田節子アナウンサー

新居浜別子倫理法人会 〈第646回MS〉
場所／ウェディングパレスふじ

講 師／広島県倫理法人会 会長 黒川 義之氏
テーマ／人の出会いと倫理の学び

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。

4月の放送スケジュール
4月 2日I 〜 4月 5日L
4月 9日I 〜 4月12日L
4月16日I 〜 4月19日L
4月23日I 〜 4月26日L
4月30日I 〜 5月 3日L

※都合により予定が変更となる場合があります。

（医）駅前歯科医院

院長

Vinaella

能智

星悟さん

ディアス由紀子さん

社長

河野

康弘さん

㈱かがやき総合保険企画

代表取締役

中泉

輝彦さん

㈱中央電気保安協会

取締役会長

神野

真弓さん

㈱ダスキン椿

