愛媛県内 単会別 4月 のスケジュール

APRIL 2017

ひめりんねっと
4月号

平成29年3月23日現在

H IME R IN N ET

愛媛県倫理法人会

新居浜市倫理法人会

お問い合わせは 事務局まで TEL ０８９-９８７-７０２５

木曜日 ６：００〜７：００ リーガロイヤルホテル新居浜

4/ 6㈭

講 師／ヘアーコレクション・アキノリ 赤瀬 昭紀氏
第932回MS
テーマ／倫理と出会って

4/13㈭

第933回MS 講 師／秀倫塾 飯塚 秀夫氏
テーマ／家族の絆

4/20㈭ 第934回MS

講 師／小西 ひろ子氏
テーマ／未定

4/27㈭ 第935回MS

講 師／伊予市倫理法人会 会長 松尾
テーマ／執行猶予で倫理に再会

四国中央市倫理法人会

MS強化月間

西条西倫理法人会
4/ 5㈬ 第283回MS
4/11㈫

ナイトセミナー 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 平野 公夫氏
18：30〜19：30 テーマ／心を置き、役に徹する

4/12㈬

第284回MS

4/19㈬
4/26㈬

桂氏

講 師／高岡 智志氏 続木 満豊氏 真鍋 典子氏 森田 文子氏
テーマ／富士研に参加して

4/11㈫ 第779回MS

講 師／共栄プロパンガス㈱ 代表取締役 斎藤 和久氏
テーマ／継承〜2代目として〜

4/18㈫ 第780回MS

講 師／㈱まじかる 代表 西尾 啓介氏
テーマ／倫理と職親

4/25㈫ 第781回MS

講 師／㈱二蝶 徳永 孝明氏
テーマ／苦難は幸福の門

金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館

4/14㈮ 第691回MS

講 師／心庵 代表 眞柄 征侑氏
テーマ／二度とない人生だから

4/21㈮
4/28㈮

講 師／さくら笑いヨガクラブ 主宰 玉井 千恵氏
第692回MS
テーマ／笑って元気！笑って幸せ！
奉仕作業

講 師／お洒落アウトドア研究家/フォトスタイリスト 柏原 美栄氏
第285回MS
テーマ／未定
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
講 師／太周來土 代表 秀野 純氏
4/ 4㈫ 第１294回MS テーマ／四摂法（ししょうぼう）
講 師／（一社）倫理研究所 法人局 法人スーパーバイザー 野中 真一郎氏
4/10㈪ 倫理経営講演会
18：00〜20：00 テーマ／大転換の時代 ― 新 に挑む―
講 師／（一社）倫理研究所 法人局 法人スーパーバイザー 野中 真一郎氏
第１295回MS テーマ／事業の倫理

4/11㈫
師／㈱KRC松山 支社長 栗林 眞人氏
4/18㈫ 第１296回MS 講
テーマ／お金ほしいですか
講 師／㈱香りの工房 香ん美 三好 和美氏
4/25㈫ 第１297回MS テーマ／心と体を癒す植物療法のすゝめ

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／松山市長 野志 克仁氏
第858回MS
4/ 5㈬
テーマ／一人でも多くの人を笑顔に幸せ実感都市まつやまの実現に向けて
師／㈱パソナ パソナ・松山 高橋 じゅん氏
4/12㈬ 第859回MS 講テーマ／未定
講 師／（一社）倫理研究所 法人局 法人アドバイザー 増田 常平氏
4/18㈫ 倫理経営講演会
18：00〜19：50 テーマ／大転換の時代 ― 新 に挑む―
講

4/19㈬
4/26㈬

講 師／西条市長 玉井 敏久氏
テーマ／未定

講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 平野 公夫氏
テーマ／新たな終生苦難の受け入れ

テーマ／社長が変われば、
会社が変わる

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

4/ 7㈮ 第690回MS

水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース
講 師／㈱松野町農林公社
森の国ホテル 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

事業体験報告 講 師／㈱小林創建 代表取締役会長 小林 政幸氏

4/ 4㈫ 第778回MS

西条市倫理法人会

MS強化月間

場 所／トリム公園側河川敷
時 間／6：30〜7：00

師／㈱シモバン

代表取締役

松本 浩之氏

事業体験報告 テーマ／私の仕事観
第860回MS 講 師／（一社）倫理研究所 法人局 法人アドバイザー 増田 常平氏
テーマ／純粋倫理の原点を学ぶ
講 師／㈱シモバン 代表取締役 松本 浩之氏
テーマ／未見の我
講 師／ＯＦＦ
Ｉ
ＣＥ ＴＫＧ 代表 近藤 孝秀氏
第861回MS テーマ／未定

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／徳武産業㈱ 代表取締役会長 十河 孝男氏
4/ 7㈮ 第722回MS テーマ／感動のオンリーワン企業を目指して
講 師／㈲アーキテクトイザワ 代表取締役 井澤 剛一氏
4/14㈮ 第723回MS テーマ／後悔しない家づく
りの秘訣
講 師／ＳＨ
Ｉ
ＲＡＳＵ 代表 杉本 竜弥氏
4/21㈮ 第724回MS テーマ／集客における、インターネットとの関わり方
講 師／（一社）倫理研究所 法人局 法人スーパーバイザー 小山 秀一氏
4/27㈭ 倫理経営講演会
18：00〜20：00 テーマ／大転換の時代 ― 新 に挑む―

講 師／㈲武藤設計 代表取締役 武藤 弘己氏
テーマ／会社を良くする倫理経営 ―独立中小企業を目指して―

師／（一社）倫理研究所 法人局 法人スーパーバイザー 小山 秀一氏
4/28㈮ 第725回MS 講
テーマ／黒い羊と白い羊

今治市倫理法人会
水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
講 師／しまなみイノシシ活用隊 代表 渡邉 秀典氏
4/ 5㈬ 第589回MS テーマ／獣害を地域の資源に
師／美須賀病院 循環器医長 小松 次郎氏
4/12㈬ 第590回MS 講
テーマ／生き･･･てきた道
倫理経営講演会 講 師／(一社)倫理研究所 法人アドバイザー 平野 健二氏
新 に挑む─
4/18㈫ 18：30〜20：20 テーマ／大転換の時代─
講 師／ドコス㈱ 大河内 慶吉氏
4/19㈬
4/26㈬

事業体験報告 テーマ／澄んだ鏡の如し〜赤字なら社長を辞める〜
第591回MS 講 師／(一社)倫理研究所 法人アドバイザー 平野 健二氏

テーマ／気づいたらすぐやる
講 師／ドコス㈱ 大河内 慶吉氏
テーマ／みてござる
第592回 講 師／四季㈱ 専務取締役 越智 幸紀氏
スペシャルMS テーマ／お客様に喜ばれる仕事

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／㈲坪井インテリアサービス 坪井 利勝氏
4/ 5㈬ 第597回MS テーマ／第2回フェースブック異業種交流会を終えて思うこと
講 師／ビュエリスト協会 山本 祐加氏
4/12㈬ 第598回MS テーマ／生が変わる脳の使い方
講 師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 岩田 三千生氏
4/18㈫ 倫理経営講演会
18：00〜19：30 テーマ／大転換の時代─ 新 に挑む─
師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 岩田 三千生氏
4/19㈬ 第599回MS 講
テーマ／本を忘れず 〜初心・恩・生命源〜
講 師／東京都上野倫理法人会 石崎 美花葉氏
4/25㈫ 特別ナイトセミナー
18：00〜19：30 テーマ／筆跡心理学と倫理は一対の反射鏡
講 師／東京都上野倫理法人会 石崎 美花葉氏
4/26㈬ 第600回MS テーマ／業績も人生も好転させる筆跡改革の法則

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／合同会社ボーダー 代表 池下 幸之介氏
4/ 6㈭ 第698回MS テーマ／コツコツと一生懸命に！
師／出張美容サービス スマイルサロンnico 代表 稲生 康治氏
4/13㈭ 第699回MS 講
テーマ／私が笑顔でいる理由
講 師／(一社)倫理研究所 理事 梶谷 晋弘氏
4/19㈬ 倫理経営講演会
18：00〜20：00 テーマ／大転換の時代 ― 新 に挑む―
時の名所
ふなや

事業体験報告 講 師／宮崎板金店 代表 宮崎 耕一氏

テーマ／最高のリーダー（正しさより明るさ）

講 師／(一社)倫理研究所 理事 梶谷 晋弘氏
4/20㈭ 第700回
テーマ／仕事と人生を成功に導く原理原則
記念MS
講 師／岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 助教 江口 依里氏
4/27㈭ 第701回MS テーマ／歌って笑ってアロマで楽しく健康に
〜生活習慣やポジティブな活動と健康との関連〜

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／太周來土 代表 秀野 純氏
4/ 5㈬ 第564回MS テーマ／正しい方へ導く手立て
講 師／㈱ぐるなび 営業所長 西田 一平氏
4/12㈬ 第565回MS テーマ／すすんでやることの大切さ
これまでの振り返りとこれから
講 師／㈲別子消毒 代表取締役 伊藤 泰太郎氏
4/19㈬ 第566回MS テーマ／環境品質を良くする為の整理・整頓・清掃
講 師／㈱中西工藝 代表取締役 中西 通夫氏
4/25㈫ 倫理経営講演会
18：00〜19：50 テーマ／大転換の時代 ― 新 に挑む―
4/26㈬

講 師／アーティスティック・コミュニティ 代表 工藤 直彦氏
テーマ／純情力
第567回MS 講 師／㈱中西工藝 代表取締役 中西 通夫氏
テーマ／純粋倫理を実践して
講 師／アーティスティック・コミュニティ 代表 工藤 直彦氏
テーマ／実践から体験へ

事業体験報告

東温倫理法人会

金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

4/ 7㈮

講 師／ロジカル マネジメント 代表 岩城 博之氏
第368回MS
テーマ／ロジカル(論理的)なマネジメント(経営)

4/14㈮

第369回MS

講 師／シンライフード㈲ 代表取締役 弓矢 慎一郎氏
テーマ／心＋科学で人生の扉をひらく

講 師／㈱マルセイ 代表取締役 木元 正均氏
4/21㈮ 第370回MS テーマ／エベレストに懸けた夢
講 師／ゴードービジネスマシン㈱ 代表取締役 小野 敬一氏
4/27㈭ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／困ったところに活路あり

4/28㈮

第371回MS 講 師／ゴードービジネスマシン㈱ 代表取締役 小野 敬一氏
テーマ／難局は太陽がいっぱい

砥部倫理法人会

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

4/ 6㈭

第265回MS 講 師／愛媛県議会議員 松下 行吉氏
テーマ／私の履歴書

4/13㈭

講 師／富田製薬㈱ 代表取締役 富田 純弘氏
第266回MS
テーマ／父母への思いと気づき

講 師／㈱日本CBD協会
4/20㈭ 第267回MS テーマ／倫理と心理学

代表取締役 川満 隆夫氏

講 師／㈱寿住宅 専務取締役
4/27㈭ 第268回MS テーマ／父、建築、砥部

壽野 博志氏

伊予市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予
講 師／㈱ＮＹホーム 代表取締役 松岡 秀夫氏
4/ 7㈮ 第126回MS テーマ／波乱万丈なる中卒社長の半生
師／ＮＰＯ法人ヒューマンラブ 理事長 岡田 さえ氏
4/14㈮ 第127回MS 講
テーマ／ラオス・クラスター爆弾撤去から感じたこと
講 師／（一社）倫理研究所 法人局 参事 法人アドバイザー 藤本 定明氏
4/20㈭ 倫理経営講演会
18：00〜20：00 テーマ／大転換の時代 ― 新 に挑む―
事業体験報告 講 師／㈱オーエーメディア福岡 代表取締役 中尾 達弥氏
テーマ／ ネアカ、
のびのび、
へこたれず

4/21㈮
テーマ／白いカラスと隣の女房
講 師／岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 公衆衛生学 江口 依里氏
第129回MS
4/28㈮
テーマ／歌って笑ってアロマで楽しく健康に
第128回MS 講 師／（一社）倫理研究所 法人局 参事 法人アドバイザー 藤本 定明氏

〜生活習慣やポジティブな活動と健康との関連〜

今月のMS強化月間の単会

事業体験報告 講 師／福岡県福岡市早良倫理法人会 木本 隆洋氏
テーマ／苦難は幸福の門

講 師／(一社)倫理研究所
4/19㈬ 第833回MS テーマ／心境向上

4/26㈬

理事

東納 英一氏

講 師／福岡県福岡市早良倫理法人会 木本 隆洋氏
テーマ／倫理実践がもたらすもの
講 師／公認会計士桜内文城事務所 桜内 文城氏
第834回MS テーマ／未定

大洲喜多倫理法人会

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

4/ 7㈮

第659回MS 講 師／㈲徳田自動車 徳田 幸治氏
テーマ／コミュニケーション力と自己表現力アップ講座

4/14㈮

第660回MS

講 師／三好 規子氏
テーマ／メンタルヘルス対策におけるセルフケア

第661回MS

講 師／林 たかこ氏
テーマ／脳ポジメソッド・成長のサイクル

第662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

4/21㈮
4/28㈮

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／西条モーニングセミナー委員長 田中 修司氏
第523回MS
4/ 4㈫
テーマ／夢かぎりなく〜子は親の心を実現する名優である
講 師／愛媛県東温倫理法人会 川崎 由理氏
4/11㈫ 第524回MS テーマ／私が考える健康
講 師／ＪＣ直前理事長 松岡 永悟氏
4/18㈫ 第525回MS テーマ／未定
講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 高嶋 民雄氏
4/24㈪ 倫理経営講演会
18：00〜20：10 テーマ／大転換の時代 ― 新 に挑む―
4/25㈫

事業体験報告 講 師／㈱宮崎カメラ 大木 博文氏
テーマ／出会いがあって今がある
講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 高嶋 民雄氏
第526回MS
テーマ／純粋倫理による日本で一番大切にしたい会社づくり

愛媛県倫理法人会のラジオ番組「心にプラスワン」

西条西
倫理法人会

東 温
倫理法人会

ホテルユニバース
6:30〜7：30

見奈良天然温泉利休
6:30〜7：30

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

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／松野町 町長 坂本 浩氏
4/ 5㈬ 第831回MS テーマ／小さな町の大きな挑戦
師／(一社)倫理研究所 普及事業部次席 中国・四国方面長 那須 隆氏
4/12㈬ 第832回MS 講
テーマ／かぎりなき力を生む名代の倫理(身代わりの倫理)
講 師／(一社)倫理研究所 理事 東納 英一氏
4/18㈫ 倫理経営講演会
18：00〜19：50 テーマ／大転換の時代 ― 新 に挑む―

司会は戒田節子アナウンサー

plus

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！

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

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 3日I 〜 4月 6日L
4月10日I 〜 4月13日L
4月17日I 〜 4月20日L
4月24日I 〜 4月27日L

※都合により予定が変更となる場合があります。
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