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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、本日のモーニングセミナーはお休みします。
5/ 3㈭㊗
事業部
5/10㈭ 第984回MS 講 師／愛媛県赤十字血液センター
事業副部長 兼 推進課長事務取扱 兵頭 健一氏
テーマ／血液事業の概要及び献血推進部門の課題

師／シンガーソングライター
5/17㈭ 第985回MS 講
テーマ／シンガーソングライター

5/24㈭

真鍋 華実氏

第986回MS 講 師／愛媛信用金庫 新居浜支店 支店長 山路 敏隆氏
テーマ／65才おじいちゃんの愛媛信用金庫 人生

講 師／㈱サンキ 森脇 慎一氏
末を乱さず

5/31㈭ 第987回MS テーマ／本を忘れず
四国中央市倫理法人会
5/ 1㈫

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

第832回MS 講 師／ビデオ研修①
テーマ／東京スカイツリー世界一のひみつ

師／ビデオ研修②
5/ 8㈫ 第833回MS 講
テーマ／東京スカイツリー世界一のひみつ
講 師／首藤 元嘉氏
5/15㈫ 第834回MS テーマ／モノの値段はコメの値段―地域活性の鍵は農業にあり
！
講 師／㈱徳山ビルサービス
5/22㈫ 第835回MS テーマ／捨てる

代表取締役 宮本 治郎氏

師／㈱華屋衣装店 専務取締役 久保田 千恵美氏
5/29㈫ 第836回MS 講
テーマ／倫理に出会って良かった事とは!!

西条市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
5/ 4㈮㊗
講 師／西条商工会議所 青年部 会長 加藤 正法氏
5/11㈮ 第737回MS テーマ／未定
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 角田 恭恵氏
5/17㈭ 18：00〜19：35
ベルフォーレ西条 テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─

5/18㈮
5/25㈮

講 師／（一社）倫理研究所
第738回MS
法人スーパーバイザー 角田 恭恵氏
テーマ／要物必与
講 師／㈲あいらんど 社長 松尾 桂氏
第739回MS
テーマ／執行猶予で倫理に再会

今治市倫理法人会
5/ 2㈬

水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
彰氏

〜ひとが安らぎ、
つながり、
気づくための場づくり〜

5/16㈬
5/23㈬
５周年 講 師／岡崎ビジネスサポートセンターOKa-Biz センター長 秋元 祥治氏
5/29㈫ 設立１
記念講演会 テーマ／活躍するリーダーになるために
師／岡崎ビジネスサポートセンターOKa-Biz センター長 秋元 祥治氏
5/30㈬ 第638回MS 講
テーマ／お金をかけずに売上UP！３つのポイント
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/ 2㈬ ゴールデンウィークの為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
講 師／元梅錦山川 代表取締役 山川 浩一郎氏
5/ 9㈬ 第647回MS テーマ／倫理から学んだこと
講 師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 富田 純弘氏
第648回MS テーマ／朝の目覚めは気づきの第一歩
講 師／大光チップ作業㈱ 日野 和男氏
テーマ／76歳 我が人生
第650回MS 講 師／鶴の会 代表 鶴澤 美枝子氏
テーマ／一寸先は輝く未来
第649回MS

講

師／（一社）倫理研究所

法人レクチャラー

吉瀬

講 師／（一社）倫理研究所
5/23㈬ 第324回MS テーマ／継続は力なり

法人アドバイザー

増田 彰司氏

法人レクチャラー

吉瀬

（事業体験報告）テーマ／苦難福門

5/30㈬

講 師／（一社）倫理研究所
テーマ／組織

融氏

融氏

東温倫理法人会
5/ 4㈮㊗

宇和島市倫理法人会

金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

5/ 2㈬

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
講 師／太周來土 代表 秀野

5/11㈮ 第417回MS テーマ／四苦八苦

講 師／中宏文建築設計事務所
5/18㈮ 第418回MS テーマ／薫
習（くんじゅう）

中

宏文氏

代表 中

宏文氏

5/23㈬

講 師／坊っちゃん劇場 俳優 小林 遼介氏
5/25㈮ 第419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

MS強化月間

砥部倫理法人会

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／あい☆えがお 代表 山本 えり氏
第909回MS
5/ 2㈬
テーマ／笑顔の花でつなぎましょう
講 師／cafebar Senho 経営者 相原 亜希子氏
5/ 9㈬ 第910回MS テーマ／豊かな人生とは？
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 伊藤 勇二氏
5/15㈫ 18
：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─

伊予市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予
祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
5/ 4㈮㊗
講 師／合同会社 ｐｕｌｌ ＵＰ 代表 林 たかこ氏
5/11㈮ 第174回MS テーマ／人生を最幸きらめかせる
言葉と身体の使い方

講

師／㈱フジマ

代表取締役会長

（事業体験報告） テーマ／倫理は宝の山

藤麻

功氏

師／(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー 伊藤 勇二氏
5/16㈬ 第911回MS 講
テーマ／実践力に勝つ！
師／㈱かがやき総合保険企画 代表取締役 ＣＥＯ 中泉 輝彦氏
5/23㈬ 第912回MS 講
テーマ／目標達成のために必要なマインド（オリックス生命日本一 ４連覇の軌跡）

5/ 3㈭㊗

講 師／山陽物産㈱ 代表取締役 武内 英治氏
5/10㈭ 第312回MS テーマ／２５期連続増収の秘訣
講
師／㈱夢 代表取締役 金子 袈裟己氏
倫理経営講演会
5/16㈬ 18
：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─
講

師／びんご自然栽培研究会

会長

5/17㈭ 第313回MS
5/24㈭ 第314回MS
5/31㈭ 第315回MS

小林

景氏

講 師／㈱夢 代表取締役 金子 袈裟己氏
テーマ／美しく生きる
講 師／㈲まつやまアーツマネジメント 代表取締役
劇団Ｐ.Ｓみそ汁定食主宰 桝形 浩人氏
テーマ／パワハラをぶっ飛ばせ！
講 師／宇和島練り物工房 みよし 店主 三好 良貴氏
テーマ／やればできる！ 第２章〜じゃこ天みよしの神様なしでは語れない起業物語〜

師／㈱イプラ
5/18㈮ 第774回MS 講
テーマ／未定

代表取締役 小田 泰平氏

講 師／(一社)倫理研究所 名誉研究員 田形 健一氏
第775回MS
テーマ／一十百千万の実践

松山伊予倫理法人会
木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル
祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
5/ 3㈭㊗
講 師／Atelier.Fleur Rose 細木 敏子氏
5/10㈭ 第749回MS テーマ／未定
師／松山酸素㈱ 専務取締役 大槻 映幸氏
5/17㈭ 第750回MS 講
テーマ／空気から作ります
講 師／㈱アトリエ・カヨ 代表取締役 國場 佳代氏
5/23㈬ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／人生意気(粋)に活る
講 師／㈱アトリエ・カヨ 代表取締役 國場 佳代氏
5/24㈭ 第751回MS テーマ／出合い・ふれ合い・学び合
師／未定
5/31㈭ 第752回MS 講
テーマ／未定

松山北倫理法人会
水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山
5/ 2㈬ 本日のＭＳはお休みしますので普段行くことができない松山市中央のＭＳにご参加ください。
講 師／一般社団法人 ＣＲＡＮＥ ＮＩＰＰＯＮ 鶴澤 美枝子氏
5/ 9㈬ 第616回MS テーマ／一寸先は輝く未来
師／選択理論実践パートナー 井上 千代氏
5/16㈬ 第617回MS 講
テーマ／プラスの言葉は、幸せを呼ぶ
（選択理論）
講 師／㈱ドリーマー 清家 洋一氏
5/23㈬ 第618回MS テーマ／働きは最上の喜び、
生涯現役
講 師／（一社）倫理研究所 法人局 法人レクチャラー 幾多 誠泰氏
5/29㈫ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／倫理と経営
師／山﨑マシンテック㈱ 代表取締役 幾多 誠泰氏
5/30㈬ 第619回MS 講
テーマ／倫理と出会って感謝を知る

講

師／大阪府新大阪倫理法人会

西田 晃一氏

テーマ／純粋倫理の学びと実践
講 師／大阪府新大阪倫理法人会
テーマ／七つの原理を活かす
講 師／㈱寿住宅 壽野 春幸氏
テーマ／倫理と家つくりの関係

鈴木 昭彦氏

鈴木 昭彦氏

講 師／㈲今治ヂーゼル工業 森本 真博氏
5/18㈮ 第710回MS テーマ／やってやって、
やり抜こう！
師／合同会社ミジョン 金
5/25㈮ 第711回MS 講
テーマ／韓国と日本は私の故郷

八西準倫理法人会
5/ 1㈫

5/ 8㈫
5/14㈪
5/15㈫

講 師／サーブ㈱ 代表取締役 大谷 公夫氏

5/18㈮ 第175回MS テーマ／足下の実践
講 師／未定

5/25㈮ 第176回MS テーマ／未定

熙子氏

火曜日 ６：３０〜７：３０ センチュリーホテルイトー

ゴールデンウィークの為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
講 師／昭和建設 氏間 貴則氏
第575回MS
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 東村 英幸氏
19：00〜 テーマ／事業継承に向けて
第576回MS 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 東村 英幸氏
テーマ／私の倫理体験報告

講 師／㈱優樹 下野 政城氏
5/22㈫ 第577回MS テーマ／自分の役割
講 師／㈲菊池本店
5/29㈫ 第578回MS テーマ／未定

5/30㈬ 本日のＭＳはお休みしますので普段行くことができない松山北のＭＳにご参加ください。

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
祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
5/ 4㈮㊗
講 師／飲食コンサルタント 井上 博氏
5/11㈮ 第773回MS テーマ／自分を知る

師／石田クリーニング㈱

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、本日のモーニングセミナーはお休みします。
5/ 4㈮㊗
師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 泉 憲治氏
5/11㈮ 第709回MS 講
テーマ／小我を捨て、大我に生きる

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

（事業体験報告）テーマ／人生神劇（事業承継を終えて）

講

（事業体験報告）テーマ／仕事と家庭
第882回MS 講 師／(一社)倫理研究所 法人アドバイザー 浅井 美行氏

5/30㈬ 第883回MS

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 ホテルマイステイズ松山
ゴールデンウィークの為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
5/ 1㈫
師／行政書士矢野清一事務所 矢野 清一氏
5/ 8㈫ 第１346回MS 講
テーマ／猿では分からない六法の話し
講 師／㈱ネクスタ 代表取締役 安藤 和浩氏
5/15㈫ 第１347回MS テーマ／人事を尽くす
経営者の集い 講 師／大永造船㈱ 代表取締役 榊原 英之氏
5/21㈪ 18
：30〜19：30 テーマ／倫理経営での変化
師／大永造船㈱ 代表取締役 榊原 英之氏
5/22㈫ 第１348回MS 講
テーマ／役を知り、役に徹し、役を超えない
講 師／㈲トータルクリーン 部長 鉄本 忠彦氏
5/29㈫ 第１349回MS テーマ／倫理法人会に入会して

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

本日のモーニングセミナーはお休みします。

5/ 9㈬ 第880回MS テーマ／夢は逃げない、逃げるのはいつも自分
講 師／NGO CosmoRose 代表 森 琉理子氏
5/16㈬ 第881回MS テーマ／いのちの星プロジェクト
「この星に生まれて」
講
師／(一社)倫理研究所 法人アドバイザー 浅井 美行氏
倫理経営講演会
5/22㈫ 18
テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─
：00〜20：00

純氏

経営者の集い 講 師／中宏文建築設計事務所 代表
5/17㈭ 18
：30〜19：30 テーマ／脳機能に基づく心の実践録

今月のMS強化月間の単会

菊池

敬氏

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

砥部
倫理法人会

ホテルユニバース
6:30〜7：30

砥部町商工会館
6:30〜7：30

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

第636回MS 講 師／アイ・クリエーション フリーアナウンサー 井上 しのぶ氏
テーマ／心を掴む第一印象
第637回MS 講 師／阿草酒店 阿草 一彬氏
テーマ／ソムリエとしての心構え

5/16㈬
5/23㈬
5/30㈬

水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース

ゴールデンウィークの為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

師／道前運送㈱ 取締役会長 森川 義彦氏
5/ 9㈬ 第322回MS 講
テーマ／私の一期一会
講 師／㈱ブルースター・クリエイト 代表取締役 田中 美和子氏
5/16㈬ 第323回MS テーマ／人生の転機は倫理とインドの旅
倫理経営講演会 講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 増田 彰司氏
5/22㈫ 18
：00〜20：00 テーマ／大転換の時代─つねに活路あり─

5/25㈮

ゴールデンウィークの為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

師／一般社団法人をかしや 代表理事 菊間
5/ 9㈬ 第635回MS 講
テーマ／インタープリター
（自然案内人）
という仕事

5/ 2㈬

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/

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！

「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。

5月の放送スケジュール
4月30日I 〜 5月 3日L
5月 7日I 〜 5月10日L
5月14日I 〜 5月17日L
5月21日I 〜 5月24日L
5月28日I 〜 5月31日I

※都合により予定が変更となる場合があります。

㈱中央電気保安協会

取締役会長

神野

真弓さん
敏さん

砥部病院

院長

中城

㈱ハヤシ電工

会長

林

薫さん

篠崎

奏子さん

かとう歯科

歯科衛生士

㈱ブルースター・クリエイト 代表取締役

田中美和子さん

