愛媛県内 単会別 5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 リーガロイヤルホテル新居浜
祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。
5/ 4㈭㊗
5/11㈭

講 師／手話通訳 藤田 芳正氏
第936回MS
テーマ／ボランティアの使命

西条西倫理法人会

水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース

5/ 3㈬㊗

5/10㈬
5/17㈬
5/23㈫
5/24㈬
5/30㈬

祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。
講 師／㈱優樹 代表取締役 下野 政城氏
第286回MS テーマ／紹介者を大切に
講 師／㈲近森謄写堂 専務取締役 近森 純一郎氏
第287回MS テーマ／ちゃんと生きる
倫理経営講演会 講 師／（一社）倫理研究所 法人局 法人スーパーバイザー 野口 起生氏
18：00〜19：50 テーマ／大転換の時代 〜 新 に挑む〜
講 師／㈱和光産業 児玉 雄二氏
（事業体験報告） テーマ／社員を生かす鍵は我にあり
第288回MS 講 師／（一社）倫理研究所 法人局 法人スーパーバイザー 野口 起生氏
テーマ／心配りと心配性
講 師／㈱和光産業 児玉 雄二氏
テーマ／明朗な心
本日のモーニングセミナーはお休みします。

講 師／サーブ㈱ 大谷 公夫氏
テーマ／足下の実践

5/25㈭ 第938回MS

講 師／㈲クリーン不動産 藤田 勝長氏
テーマ／先人に学ぶ

松山市倫理法人会

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルJALシティ松山

本日のモーニングセミナーはお休みします。
5/ 2㈫
講
師／（一社）倫理研究所 中四国方面 方面長 那須 隆氏
5/ 9㈫ 第１298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）

5/23㈫

講 師／（一社）倫理研究所 名誉専任研究員 川又 久萬氏
第１300回MS
テーマ／蒔かぬ種は生えぬ
講 師／ＮＰＯ法人レジェンド松山 理事長 大野 加寿子氏

5/30㈫ 第１301回MS テーマ／あかるく・すなおに・ひたむきに

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／梅錦山川㈱ 会長 山川 浩一郎氏
5/ 2㈫ 第782回MS 講
テーマ／習慣にする
講 師／しんらい 代表 砂田 羊一氏
5/ 9㈫ 第783回MS テーマ／倫理法人会と自分
経営者の集い 講 師／㈱スノエ 専務取締役 洲崎 直人氏
5/15㈪ 18
：30〜19：45 テーマ／運命は自らまねき、境遇は自ら造る
講 師／㈱スノエ 専務取締役 洲崎 直人氏
第784回MS
5/16㈫
テーマ／倫理経営指導できる者であれ
講 師／㈲瀬戸内マリン 代表取締役社長 真鍋 敦行氏
5/23㈫ 第785回MS テーマ／知らないと損するお金の話
師／伸和メンテック㈱ 代表取締役 中川 伸一氏
5/30㈫ 第786回MS 講
テーマ／苦難は気づきのいい機会

松山市中央倫理法人会

西条市倫理法人会
5/ 5㈮㊗
5/11㈭ 倫理経営講演会
18：30〜19：35
5/12㈮ 第692回MS
5/19㈮ 第693回MS

松山にぎたつ倫理法人会

5/26㈮

金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。
講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 山﨑 貞雄氏
テーマ／大転換の時代〜 新 に挑む〜
講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 山﨑 貞雄氏
テーマ／日々丁寧に生きる
講 師／㈱かがやき総合保険企画
代表取締役・CEO 中泉 輝彦氏
テーマ／有言実行『日本一３連覇』達成

講 師／㈱四国興業 代表取締役 安藤
第694回MS
テーマ／2012.4.9

今治市倫理法人会
5/

忍氏

水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル

祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。
3㈬㊗
講 師／㈱一宮工務店 取締役執行役員 一宮 眞喜男氏
第593回MS テーマ／おかげ様で75年
ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 古賀 伸忠氏
18：30〜19：30 テーマ／素直な心で、運をつかむ
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 古賀 伸忠氏
第594回MS
テーマ／苦難福門〜倫理と出会って9年、私が辞めない理由〜

5/10㈬
5/16㈫
5/17㈬
師／㈲藤田ハウス 代表取締役 藤田 靖英氏
5/24㈬ 第595回MS 講
テーマ／居心地いい場所いい仲間これもご縁かな
所／今治市駅前
5/31㈬ 奉仕作業 場
時 間／6：30〜7：00
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

5/ 3㈬㊗
講 師／美幸サロン 真鍋 典子氏
5/10㈬ 第601回MS テーマ／新しい命を頂き奇跡の連続、
倫理との出逢い
祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。

講 師／国際薬膳食育師
5/17㈬ 第602回MS テーマ／Ｉ
・Ｍｙ・Ｍｅ

中野 恵子氏

講 師／㈱松本コンサルタント
5/24㈬ 第603回MS テーマ／
トップの自覚
講 師／㈱もんたや 門田

5/31㈬ 第604回MS テーマ／好きな人いーっぱい

松本

弥氏

忠氏

水曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。
5/ 3㈬㊗
講 師／㈱アイビ広告 代表取締役 吉田 秀明氏
5/10㈬ 第862回MS テーマ／無名の人々によってつくられた、日本の品格
講 師／茶道家 木村 宗慎氏
5/17㈬ 第863回MS テーマ／もてなしの力
―茶の湯数寄とは何か―
講 師／（一社）倫理研究所
5/24㈬ 第864回MS テーマ／祈りの倫理

参与 田中 範孝氏

5/31㈬ 第865回MS テーマ／悔しさから学んだ、すすんでやることの大切さ
講 師／㈱ぐるなび 営業所長 西田 一平氏

5/ 5㈮㊗

金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

5/ 5㈮㊗

祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。

5/12㈮

第372回MS

講 師／マルマストリグ㈱ 代表取締役専務 河野 行信氏
テーマ／絶滅動物（？）について

5/19㈮

第373回MS

講 師／(一社)倫理研究所 参与 新原 隆一氏
テーマ／天候気候と事業の盛衰

5/26㈮

第374回MS

講 師／㈱ＶＯＬＵＭＥ 取締役 勢井 智裕氏
テーマ／やりたいこと、と、できること

MS強化月間

講 師／石田クリーニング㈱ 常務取締役 西田 晃一氏
5/16㈫ 第１299回MS テーマ／My
Revolution 明日を変えてゆく、自分を変えてゆく

5/18㈭ 第937回MS

東温倫理法人会

金曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。

講 師／シルエット 代表 伊村 翔太郎氏
5/12㈮ 第726回MS テーマ／習慣が変われば人生が変わる
師／（一社）倫理研究所
5/19㈮ 第727回MS 講
テーマ／徳積み経営

法人局 法人ＡＤ 飯塚 秀夫氏

講 師／ＮＰＯ法人ヒューマンラブ 理事 林 たか子氏
5/26㈮ 第728回MS テーマ／脳ポジメソッド・成長のサイクル

松山伊予倫理法人会

砥部倫理法人会
5/ 4㈭㊗

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館
祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。

5/10㈬ 特別ナイトセミナー
とこしえの祈り
18：30〜19：30 テーマ／永遠のいのち、
講 師／作家 石川 真理子氏
5/11㈭ 第269回MS テーマ／和を尊ぶ民族の天命
講 師／㈲八王子屋 取締役会長 遠藤 洋徳氏
5/17㈬ 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

師／作家

石川 真理子氏

講 師／シーエススチール㈱ 代表取締役 松原 照明氏
テーマ／共尊共育 好い言葉です。
講 師／㈲八王子屋 取締役会長 遠藤 洋徳氏
第270回MS
テーマ／報恩・報謝 愛が全て！
講 師／南海放送㈱ 取締役会長 河田 正道氏
第271回MS テーマ／南海放送50年

（事業体験報告）

5/18㈭
5/25㈭

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。
5/ 3㈬㊗
講 師／宇和島市議会議員 岡原 文彰氏
5/10㈬ 第835回MS テーマ／３年半を振り返って
講 師／NPO法人ヒューマンラブ 理事長 岡田 さえ氏
5/17㈬ 第836回MS テーマ／ラオス
クラスター爆弾撤去から感じたこと
師／(一社)倫理研究所 参与
5/24㈬ 第837回MS 講
テーマ／一 十 百 千 万 の実 践

田形 建一氏

講 師／愛媛県倫理法人会 会長
5/31㈬ 第838回MS テーマ／結
（むすび）

中西 龍仁氏

大洲喜多倫理法人会
金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館
祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。
5/ 5㈮㊗
師／未定
5/12㈮ 第663回MS 講
テーマ／未定
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 奥村 健太郎氏
5/18㈭ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／おかげさまで創業７０年 倫理と共に！
たる井

5/19㈮ 第664回MS

講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 奥村 健太郎氏
テーマ／ＭＳ委員長になって感じた事

5/26㈮ 第665回MS

講 師／ＦＥＪ（夫婦円満実践組）組長 菊地 千栄氏
テーマ／さめない愛の育みかた

MS強化月間

伊予市倫理法人会
5/ 5㈮㊗

宇和島市倫理法人会

金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予

菊地 千栄氏

5/19㈮ 第131回MS 講

師／(一社)倫理研究所 法人局
中国・四国方面 副方面長 田島 康賢氏
テーマ／継ぐもの

師／イクメンメンターネットワーク 会長
5/26㈮ 第132回MS 講
テーマ／男性の育児参画による企業メリット

伊藤 悟志氏

今月のMS強化月間の単会

本日のモーニングセミナーはお休みします。

講 師／㈲ミスタータイヤマン八幡浜 代表取締役 山中 崇弘氏
5/ 9㈫ 第527回MS テーマ／空飛べ！忠八からあげプロジェクト
講 師／㈱ドリーマー 清家 洋一氏
5/16㈫ 第528回MS テーマ／倫理と出会って20年
講 師／ヘアーコレクション アキノリ 赤瀬 昭紀氏
5/23㈫ 第529回MS テーマ／倫理と出会って
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 越野 修司氏
5/29㈪ 経営者の集い
19：00〜
テーマ／おいしさで笑顔を創る 〜経営理念(志)を貫く〜
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 越野 修司氏
5/30㈫ 第530回MS テーマ／とことんやれば必ず出来る

南予地区見学交流モーニングセミナーのご案内

砥 部
倫理法人会

八 西
準倫理法人会

砥部町商工会館
6:30〜7：30

センチュリーホテルイトー
6:30〜7：30

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

火曜日 ６：３０〜７：３０ センチュリーホテルイトー

5/ 2㈫

祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。

講 師／ＦＥＪ（夫婦円満実践組
5/12㈮ 第130回MS テーマ／冷めない愛のはぐくみ方

八西準倫理法人会

司会は戒田節子アナウンサー

● 地区を越えて交流を深めてください。●

5/16㈫
6：30〜

八西準倫理法人会

〈第528回MS〉

場所／センチュリーホテルイトー

講 師／㈱ドリーマー 清家 洋一氏
テーマ／倫理と出会って20年

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?

木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。
5/ 4㈭㊗
講 師／㈲アドキー 代表取締役 岸本 徳隆氏
5/11㈭ 第702回MS テーマ／おかげさまで、
いまの自分

講 師／㈱ワンスター
5/18㈭ 第703回MS テーマ／感謝

代表取締役 合田

講 師／(一社)倫理研究所
5/25㈭ 第704回MS テーマ／継続は力なり

礼氏

参与 田形 健一氏

協賛特典

●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。

5月の放送スケジュール
松山北倫理法人会
水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山
祝日の為、
モーニングセミナーはお休みします。
5/ 3㈬㊗
講 師／藤原 茂氏
5/10㈬ 第568回MS テーマ／秋山騎兵の最後…世界最後の騎兵戦に参加して…
5/17㈬ 第569回MS 朝礼研修
講 師／㈱ムラタ 武智 俊哉氏
5/24㈬ 第570回MS テーマ／前向きになるスイッチ〜終活と私〜
講 師／㈱カモイ 取締役会長 鴨井 保夫氏
5/30㈫ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／夫婦力
講 師／㈱カモイ 取締役会長 鴨井 保夫氏
5/31㈬ 第571回MS テーマ／実践で学ぶ

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。

5月 1日I 〜 5月 4日L
5月 8日I 〜 5月11日L
5月15日I 〜 5月18日L
5月22日I 〜 5月25日L
5月29日I 〜 6月 1日L

※都合により予定が変更となる場合があります。

坂村真民記念館

館長

ウェルピア伊予
㈱ダスキン椿

社長

石田クリーニング㈱
㈱ドリーマー

西澤

孝一さん

仙波さん
河野

康弘さん

西田さん
清家

ほか

洋一さん

