愛媛県内 単会別 6月 のスケジュール

JUNE 2017

ひめりんねっと
6月号

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
講 師／松江 亨氏
6/ 1㈭ 第939回MS テーマ／｢健康は笑いから大いに笑って 第3弾｣〜今日も笑って元気に出勤〜
講 師／夫婦円満実践組 組長 菊地 千栄氏
6/ 8㈭ 第940回MS テーマ／さめない愛の育み方
講 師／トモニ療育センター 副所長 高橋 知恵子氏
6/15㈭ 第941回MS テーマ／発達障害を持つ子どもたちの心を育てる育児と教育
6/21㈬
ユアーズ

経営者の集い 講 師／あきやま 秋山
18：30〜19：30 テーマ／大自然と倫理

6/22㈭ 第942回MS
6/29㈭ 第943回MS

泉氏

講 師／あきやま 秋山 泉氏
テーマ／日常の倫理
講 師／
（医）大橋胃腸肛門科外科医院
テーマ／祝 旭日双光章 叙勲

四国中央市倫理法人会

師／越智はり灸治療院
6/14㈬ 第290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 池田 篤司氏

講 師／㈱)世界地図 代表 松岡
第１305回MS
テーマ／世界に拡がれ 倫理経営

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

松山市中央倫理法人会

6/13㈫ 第788回MS

講 師／㈲合田石材 代表取締役 寺尾 直樹氏
テーマ／自身の生い立ちと現在の終活状況

6/20㈫ 第789回MS

講 師／（一社）倫理研究所
中国・四国副方面長 主事 田島 康賢氏
テーマ／継ぐもの
講 師／岸田工業㈱ 代表取締役 川田 博代氏
テーマ／私は元気な阿波女！

6/28㈬

西条市倫理法人会
ナイトセミナー
6/ 1㈭ 18
：30〜19：30
6/ 2㈮ 第695回MS
6/ 9㈮ 第696回MS
6/16㈮ 第697回MS
6/23㈮ 第698回MS
6/30㈮ 第699回MS

金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 伊澤 芳夫氏
テーマ／であい…（四度の九死に一生）
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 伊澤 芳夫氏
テーマ／相続（争族）と万人幸福の栞
講 師／㈱アドバンテック 品質管理部長 真鍋 顕伸氏
テーマ／伊予西条糸プロジェクト
講 師／法人保険研究所 代表 永易 修治氏
テーマ／相続診断士が語る『相続の現状セミナー』
講 師／㈱はなやま 代表取締役 花山 葵氏
テーマ／未定
講 師／㈱マルセイ 代表取締役 木元 正均氏
テーマ／逆境にありがとう！

今治市倫理法人会

水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
講 師／地域史研究家 大成 経凡氏

6/ 7㈬ 第596回MS テーマ／今治ラヂウム温泉が誕生した頃の今治
講 師／㈱ＣＰＩ 代表取締役 本宮 薫氏
6/14㈬ 第597回MS テーマ／苦難出発
in ベトナム
6/21㈬

第598回MS

6/28㈬

奉仕作業

講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 松岡
テーマ／ピンチこそチャンス

賢氏

場 所／今治市駅前
時 間／6：30〜7：00

水曜日 ６：００〜７：００ ウェディングパレスふじ

水曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

師／日本法人ＪＶＳジャパン㈱
代表取締役会長兼ＣＥＯ グエン・トアン・アン氏
テーマ／愛媛からのプレゼント for ベトナム
講 師／㈱茶玻瑠 料飲部スーパーバイザー 川尻 倫明氏
第869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

6/16㈮
6/22㈭
6/23㈮
6/30㈮

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／SHIRASU 代表 杉本 竜弥氏
6/ 1㈭ 第705回MS テーマ／成功企業に共通する、ウェブマーケティングの基礎
講 師／三虎食糧 代表 兵頭 栄介氏
6/ 8㈭ 第706回MS テーマ／カンボジアのサムライ
講 師／㈲川崎工務店 代表取締役 川崎 博祐氏
6/14㈬ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／東日本大震災と家族
師／㈲川崎工務店 代表取締役 川崎 博祐氏
6/15㈭ 第707回MS 講
テーマ／会社経営と普及実践
講 師／㈱山下石材 代表取締役 山下 武久氏
6/22㈭ 第708回MS テーマ／自分を好きになる
5周目の為、
モーニングセミナーはお休みします。

松山北倫理法人会

水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山

6/ 7㈬
6/14㈬
師／健康痩身事業個人心理学カウンセリング・講師業 時川 佳巳氏
6/21㈬ 第607回MS 講
テーマ／ISD個性心理学を知るだけで 人間関係ハッピーに！

6/14㈬

6/27㈫

6/21㈬

講 師／㈱クオリティ・プロ 代表取締役 塚本
第574回MS
テーマ／倫理指導〜実践・体験〜すなおで得

6/28㈬

第575回MS

経営者セミナー 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 歌原 由佳氏
18：30〜19：30 テーマ／共感力

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 歌原 由佳氏

6/28㈬ 第608回MS テーマ／安心して生きる

砥部倫理法人会
木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館
講 師／龍王神社 権禰宜 善家 廣仁和氏
6/ 1㈭ 第272回MS テーマ／「皇室と神道（神社）」〜日本人なら知っておきたい
6/ 8㈭
6/15㈭
6/22㈭
6/29㈭

皇室と神道の関わりＱ＆Ａ〜
講 師／瀧和塾 代表 瀧山 和也氏
第273回MS
テーマ／「求められるのは自己改革力！」
〜小さな会社の大きなルール〜
講 師／Hair art BONDO 代表 池田 秀美氏
第274回MS
テーマ／すべてはお客様のために
講 師／井戸垣産業㈱ 代表取締役 井戸垣 昌延氏
第275回MS
テーマ／一日一回の力
本日のモーニングセミナーはお休みします。

伊予市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予
講 師／㈲シーアールシー 代表取締役 松本 一志氏
6/ 2㈮ 第133回MS テーマ／クロノスの時を生き、カイロスの時を知る
師／㈲オフィス・マリ 代表取締役 高木 正江氏
6/ 9㈮ 第134回MS 講
テーマ／この街で、幸せ拡げたい
師／㈱山下石材 代表取締役 山下 武久氏
6/16㈮ 第135回MS 講
テーマ／自分を好きになる
講 師／㈱名玄 代表取締役 平井 芳和氏
6/22㈭ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／セルフうどん発祥物語
師／㈱名玄 代表取締役 平井 芳和氏
6/23㈮ 第136回MS 講
テーマ／百日実践により心を変える
6/30㈮

6/ 7㈬

講 師／サーブ㈱ 代表取締役 大谷 公夫氏
テーマ／足下の実践

亨氏

宇和島市倫理法人会

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

6/ 7㈬
師／八西準倫理法人会 会長 伊藤 篤司 氏
6/14㈬ 第840回MS 講
テーマ／NOW HERE（今 ここで）南予に住むということ
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 野口 明行氏
6/20㈫ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／倫理は宝の山
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 野口 明行氏
6/21㈬ 第841回MS テーマ／恩の遡源
講 師／愛媛県倫理法人会 事務長 一橋 克也氏
6/28㈬ 第842回MS テーマ／今、
想うこと
第839回MS 講 師／NPO法人ヒューマンラブ 理事 林 たか子氏
テーマ／未定

大洲喜多倫理法人会
6/ 2㈮
6/ 9㈮ 第667回MS
6/16㈮ 第668回MS

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

講 師／ちびっこ和太鼓サークル和奏 代表 入澤 美紀氏
第666回MS
テーマ／動けば変わる 自分を元気に！地域も元気に！！

6/23㈮ 第669回MS
6/30㈮ 第670回MS

講 師／長浜高校 水族館部顧問 重松
テーマ／長高水族館ヒストリー

洋氏

講 師／NPO法人ヒューマンラブ 岡田 さえ氏
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 法人スーパーバイザー 松森 悦子氏
テーマ／元に繋がる
講 師／八西準倫理法人会 会長 伊藤 篤司氏
テーマ／未定

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

6/ 6㈫

第531回MS 講 師／(一社)倫理研究所 中四国副方面長 田島 康賢氏
テーマ／勇者の選択

6/13㈫

第532回MS

6/20㈫

第533回MS 講 師／みなと司法書士・行政書士事務所 坂本 将来氏
テーマ／未定

6/27㈫

第534回MS

講 師／南海放送㈱ 三好 真一氏
テーマ／恐るべし、もぎたてテレビ

講 師／岡本社労士事務所 所長 岡本 恭英氏
テーマ／未定

本日のモーニングセミナーはお休みします。

今月のMS強化月間の単会

6/ 2㈮
6/ 9㈮
6/15㈮

第729回MS 講 師／高橋法律事務所 代表 高橋 佳子氏
テーマ／弁護士からみた幸せな夫婦関係
第730回MS 講 師／ロジカルマネジメント 代表 岩城 博之氏
テーマ／習慣が変われば人生が変わる
設立１５周年 講 師／（一社）倫理研究所 法人局 法人ＳＶ 緒方 一義氏
秘術、
秘訣
18：30〜19：30 記念講演会 テーマ／万人幸福の栞に学ぶ幸せになる秘法、
講 師／（一社）倫理研究所 法人局 法人ＳＶ 緒方 一義氏
第731回MS テーマ／熊本地震と倫理
経営者の集い 講 師／㈱ケント 代表取締役 山﨑 清教氏
18：30〜19：30 テーマ／父と子 感性に生きる
講 師／㈱ケント 代表取締役 山﨑 清教氏
第732回MS テーマ／父と子 パートⅡ
講 師／
（医）駅前歯科医院 院長 能智 星悟氏
第733回MS テーマ／運が良いとか悪いとか、そういう事って確かにあるね！

第572回MS 講 師／㈲アルテフィーチェ 代表取締役 戸田 英清氏
テーマ／実録：プレミアムダイニングの舞台裏
講 師／一誠ミート 代表 竹村 正和氏
第573回MS
テーマ／未定

講 師／正起ガス 星川 陽二氏
第605回MS
テーマ／「私と写真」仕事と趣味から学んだこと
講 師／大同生命保険㈱ 阿部 優子氏
第606回MS
テーマ／苦難福門

東温倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽
講 師／ビットマスター 佐々木 伸幸氏
6/ 2㈮ 第375回MS テーマ／未定
講 師／児童養護施設 親和園 児童指導員 玉井 貴洋氏
6/ 9㈮ 第376回MS テーマ／未定
6/16㈮ 本日のMSはお休みしますので、普段行く事ができない松山にぎたつＭＳにご参加ください。
講 師／日本生命保険相互会社 島尻 順子氏
6/22㈭ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／生かされていることに感謝
師／日本生命保険相互会社 島尻 順子氏
6/23㈮ 第377回MS 講
テーマ／倫理に出会ってありがとう
講 師／愛友サポート㈱ 代表取締役 市川 和宏氏
6/30㈮ 第378回MS テーマ／倫理活動と仲間づくり
そして地域貢献

MS強化月間

講 師／神渡 良平氏
テーマ／未定
講 師／㈱センコー技研 代表取締役 竹中 佳美氏
テーマ／ご縁を活す
（苦難福門）
講 師／㈱センコー技研 代表取締役 竹中 佳美氏
テーマ／夢が人生をつくる
（心即太陽）

6/29㈭

新居浜別子倫理法人会

功氏

※6月いっぱいをもって「ホテルJALシティ松山」のホテル名が「ホテルマイステイズ松山」に変更となります。

講 師／観音寺信用金庫
第787回MS
四国中央支店 支店長 大平 真弘氏
テーマ／〜先輩から学ぶ〜

6/27㈫ 第790回MS

池田 篤司氏

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／SHIRASU 代表 杉本 竜弥氏
6/ 6㈫ 第１302回MS テーマ／成功企業に共通する、ウェブマーケティングの基礎
経営者の集い
：30〜19：30 講 師／㈱佐久協同 代表取締役会長 櫻井 茂利氏
6/12㈪ 18社会福祉会館
テーマ／私は活かされている、言葉は言霊Ⅰ
講 師／㈱佐久協同 代表取締役会長 櫻井 茂利氏
6/13㈫ 第１303回MS テーマ／私は活かされている、
言葉は言霊Ⅱ
講 師／えひめオカリナ協会 理事 兵頭 建二氏
第１304回MS
6/20㈫
テーマ／オカリナと共に

6/ 7㈬ 第866回MS
6/13㈫ 18経営者の集い
：30〜19：30
6/14㈬ 第867回MS
6/21㈬ 第868回MS 講

6/ 6㈫

越智 昭博氏

ナイトセミナー
6/20㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／倫理指導による組織運営
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー
6/21㈬ 第291回MS テーマ／トライアスロンに観た倫理
本日のモーニングセミナーはお休みします。
6/28㈬

6/27㈫

大橋 勝英氏

水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース

師／㈲新居浜ビジネスセンター
代表取締役 加藤 清行氏
テーマ／田舎の金太郎〜株式投資のすすめ〜

平成29年5月22日現在

H IME R IN N ET

愛媛県倫理法人会

西条西倫理法人会
6/ 7㈬ 第289回MS 講

愛媛県倫理法人会のラジオ番組「心にプラスワン」

伊予市
倫理法人会

plus

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！

ウェルピア伊予
6:30〜7：30

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

one

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。

6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。

清家

洋一さん

㈱パナワールド

山本

定彦さん

原印刷㈱

原

5月29日I 〜 6月 1日L

㈱ドリーマー

6月 5日I 〜 6月 8日L
6月12日I 〜 6月15日L

CMコンテスト

6月19日I 〜 6月22日L
6月26日I 〜 6月29日L

社長

竜也さん

