愛媛県内 単会別 6月 のスケジュール
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H IME R IN N ET

愛媛県倫理法人会

6/14㈭

6/ 6㈬

水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース

第325回MS 講 師／e.k.コンサルタント 高知支社 山本 さやか氏
テーマ／未定

講 師／(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー 佐藤 福男氏
6/13㈬ 第326回MS テーマ／やさしい倫理入門〜縁尋機妙
多逢聖因
講 師／未定

6/20㈬ 第327回MS テーマ／未定
6/27㈬

本日のモーニングセミナーはお休みします。

経営者の集い
18：30〜19：30 講 師／グランポート 鍋島 群治氏
テーマ／心の成長で業績が良くなる
ユアーズ
第989回MS 講 師／グランポート 鍋島 群治氏
テーマ／実践するとどんどん良くなる

師／㈱優樹 代表取締役
6/21㈭ 第990回MS 講
テーマ／凡事徹底

下野 政樹氏

講 師／㈲大連国際実業社 張

6/28㈭ 第991回MS テーマ／未定

永慶氏

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／中 宏文建築設計事務所 代表 中 宏文氏
6/ 5㈫ 第837回MS 講
テーマ／薫習
経営者の集い 講 師／㈱土佐龍 代表取締役 池 龍昇氏
6/11㈪ 18
：30〜19：30 テーマ／創業４８年斜陽の業界で！！
講 師／㈱土佐龍 代表取締役 池 龍昇氏
第838回MS
6/12㈫
テーマ／天職を頂くには
師／㈲脇製茶場 代表取締役 脇 斗志也氏
6/19㈫ 第839回MS 講
テーマ／海彦・山彦のお茶
講 師／文筆家／武家女性研究家 石川 真理子氏
6/25㈪ 特別ナイトセミナー
18：30〜19：30 テーマ／生かされている私たち
講 師／文筆家／武家女性研究家 石川 真理子氏
6/26㈫ 第840回MS テーマ／武士道とは愛することと見つけたり

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

6/ 5㈫

講 師／㈱nico 代表取締役 稲生 康治氏
第１350回MS
テーマ／笑顔で「はい。喜んで」

6/11㈪

経営者の集い 講 師／辻塚さおり税理士事務所 所長 辻塚 さおり氏
18：30〜19：30 テーマ／職親の恩

師／辻塚さおり税理士事務所
6/12㈫ 第１351回MS 講
テーマ／個性発顕
講 師／㈱ 繭 代表取締役
6/19㈫ 第１352回MS テーマ／会長になって

所長 辻塚 さおり氏

仲田 英里氏

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／元気えひめの会
6/ 6㈬ 第913回MS テーマ／憲法改正

代表 加戸 守行氏

経営者の集い 講 師／ファーム木下 代表 木下 孝憲氏
テーマ／よかったな〜〜〜

6/12㈫ 18：30〜19：30

師／ファーム木下 代表
6/13㈬ 第914回MS 講
テーマ／よかったな〜〜〜Ⅱ

木下 孝憲氏

6/20㈬ 第915回MS テーマ／未定

講 師／㈱クイーク 三谷 昌平氏

講 師／㈲雅夢 代表取締役社長 藤岡 保彦氏

6/27㈬ 第916回MS テーマ／宝石学、エレガンス、精神

松山伊予倫理法人会

法人レクチャラー 垣内 紘一氏

6/20㈬

講 師／洋菓子工房PEACE 笹田 雄太氏
第641回MS
テーマ／未定

6/27㈬

講 師／㈱ミネハハ事務所 ミネハハ氏
第642回MS
テーマ／未定

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

6/ 6㈬

講 師／前田佐知税理事務所 前田 佐知氏
第652回MS
テーマ／税理士になる前、なった後

6/13㈬

講 師／理学療法士
第653回MS
テーマ／倫理と私

6/20㈬

講 師／㈲さめうらフーズ 田岡 美春氏
第654回MS
テーマ／褒められて反省 叱られて感謝

6/27㈬

第655回MS 講 師／コーチ社労士事務所 池澤 まゆみ氏
テーマ／世界―簡単なマインドフルネス法

岸本 栞依氏

講 師／（一社）倫理研究所 法人局
中国・四国副方面長 泉
テーマ／小我を捨て、大我に生きる

木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

6/ 7㈭

講 師／生活環境コーディネーター 村上 美智代氏
第753回MS
テーマ／気がかりを減らして運気を増やす
目からウロコの片付けセミナー

6/14㈭

講 師／㈱オールケア24 理学療法士 村上 舞都氏
第754回MS
テーマ／毎日わくわく！楽しく生きるコツ

講 師／㈱フィディア 代表取締役
6/21㈭ 第755回MS テーマ／やるときはひとつづつ
（2）

福井 龍介氏

講 師／㈱アイアイエー 代表取締役
6/28㈭ 第756回MS テーマ／倫理を知り、パワーアップ!!

松山北倫理法人会
6/ 6㈬

大西 千恵春氏
3つの実践

水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山

講 師／（一社）倫理研究所 法人局
第620回MS
中国・四国副方面長 泉
テーマ／小我を捨て、大我に生きる

憲治氏

講 師／Ｍａｒｒｙ Ｍａｋｅｒ デザイナー 益田 しほ氏
6/13㈬ 第621回MS テーマ／好きなこと、
わくわくすることをして生きていく。

6/20㈬

第622回MS 講 師／髙橋 創氏
テーマ／舞うは生きる

師／㈱ふゅうちゃあ 代表取締役 谷川 まゆみ氏
6/27㈬ 第623回MS 講
テーマ／やる気！元気！本気！ １５０％

宇和島市倫理法人会

6/ 6㈬
講 師／(一社)倫理研究所
6/13㈬ 第885回MS テーマ／未定

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

6/ 7㈭
講 師／㈱絵夢 代表取締役 藤島 寛昌氏
6/14㈭ 第317回MS テーマ／
「倫理研究所職場の教養製作班の」取材報告
講 師／㈲ふれあいサービス 取締役 古田
第316回MS
テーマ／日本人って素晴らしくスゴイ

講 師／日渉塗料㈱ 代表取締役社長
6/21㈭ 第318回MS テーマ／色即是空
空即是色
講 師／大同生命保険㈱四国支社
6/28㈭ 第319回MS テーマ／万象我師

稔氏

二川 正志氏

松山営業部 阿部 優子氏

伊予市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予
本日は東温のモーニングセミナーに参加しましょう。
6/ 1㈮
講 師／伊予カントリークラブ 代表取締役 児玉 健太郎氏
6/ 8㈮ 第177回MS テーマ／二つの夢
講 師／坊っちゃん劇場 俳優 小林 遼介氏
6/15㈮ 第178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
経営者の集い 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 久万田 昌弘氏
6/21㈭ 18：30〜19：30 テーマ／ほかと違うことをして誰よりも努力すればいい
講 師／久万田社会保険労務士事務所 久万田 昌弘氏
6/22㈮ 第179回MS テーマ／ありがとう 感謝！
講 師／㈱繭 代表取締役 仲田 英里氏
6/29㈮ 第180回MS テーマ／倫理と出会って
四国中央市宇摩倫理法人会 月曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ
四国中央市宇摩倫理法人会 設立式典・記念講演並びに祝賀会
6/22㈮【第一部】
設立式典 １7：30〜１8：15
【第二部】 記念講演 １8：20〜１9：1０
講 師／（一社）倫理研究所 理事 法人局普及事業部 部長 和田
テーマ／経営者の三顔（さんがん）
【第三部】 祝 賀 会 １9：20〜21：00
第1回MS 講 師／愛媛県倫理法人会 会長 中西 龍仁氏
テーマ／結実

毅氏

6/25㈪

お問い合わせ

事務局：〒799-0101 四国中央市川之江町12-1 ㈲愛夢レディース内
ＴＥＬ：0896-22-4771
ＦＡＸ：0896-22-4772

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

司会は戒田節子アナウンサー

法人アドバイザー 山路 卓司氏

講 師／㈱ nico 代表取締役 稲生 康治氏

6/20㈬ 第886回MS テーマ／笑顔で「はい。喜んで」

本日は伊予市のモーニングセミナーに参加しましょう。

砥部倫理法人会

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

講 師／未定
第884回MS
テーマ／未定

6/27㈬ 第887回MS

憲治氏

MS強化月間

今治市倫理法人会
水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
講 師／マニュライフ生命保険㈱松山営業所 稲田 由美氏
6/ 6㈬ 第639回MS テーマ／未定
師／（一社）倫理研究所
6/13㈬ 第640回MS 講
テーマ／未定

6/22㈮ 第423回MS

講 師／坊っちゃん劇場 俳優 小林 遼介氏

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／㈱Tree IR 代表取締役 鍼灸整骨院三六 永井 晋氏
6/ 1㈮ 第776回MS 講
テーマ／加齢との付き合い方〜痛み管理の重要性〜
講 師／坊っちゃん劇場 俳優 小林 遼介氏
6/ 8㈮ 第777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／松熊工業㈱ 代表取締役 松熊 秀樹氏
6/14㈭ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／ハイ！！とＹｅｓがあってＮｏはない。私の生き方
講 師／松熊工業㈱ 代表取締役 松熊 秀樹氏
第778回MS
6/15㈮
テーマ／本を忘れず末を乱さず
講 師／コグレーション 代表 市川 洋氏
第779回MS
6/22㈮
テーマ／世界各地で移住体験して辿り着いた価値観
講 師／中央会計㈱松山オフィス 代表 稲見 益輔氏
6/29㈮ 第780回MS テーマ／起業の成功と失敗 その共通点

法人レクチャラー 垣内 紘一氏

6/ 8㈮
6/15㈮

講 師／真言宗醍醐派教王山 蓮福寺 住職 田中 俊式氏
第421回MS
テーマ／仏教と私〜日々の生活の中で〜
講 師／㈱久保組 代表取締役 久保 安正氏
第422回MS
テーマ／砂漠緑化隊に参加して感じたこと

6/26㈫ 第１353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

西条市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
講 師／㈱寿住宅 代表取締役 壽野 春幸氏
6/ 1㈮ 第740回MS テーマ／幸せになる家
ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 中野 吉貫氏
6/ 7㈭ 18
：30〜19：30 テーマ／オンリーワン商品の失敗と成長
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 中野 吉貫氏
6/ 8㈮ 第741回MS テーマ／終活
講 師／㈲エナジー安田 代表取締役社長 安田 光孝氏
6/15㈮ 第742回MS テーマ／半人前
師／富士建設㈱ 代表取締役 真鍋 有紀子氏
6/22㈮ 第743回MS 講
テーマ／未定
場 所／トリム公園側河川敷
6/29㈮ 奉仕作業 時 間／6：30〜7：00

ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所
6/12㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／未定

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／石田クリーニング㈱ 常務取締役 西田 晃一氏
6/ 1㈮ 第420回MS テーマ／夢は逃げない 逃げるのはいつも自分

6/29㈮

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／㈱ザ・ワークス 井上 隆寿氏
6/ 7㈭ 第988回MS テーマ／未定
6/13㈬

西条西倫理法人会

講 師／マハリシ総合教育研究所
広島センター 末田 靖彦氏
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
講 師／大洲高等学校 教諭 藤岡 哲氏
6/ 1㈮ 第712回MS テーマ／タイ王国の山岳民族と暮らした二年間
経営者の集い 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 東原 寛二氏
：30
6/ 7㈭ 18：30〜19
テーマ／楽あれば苦あり、苦あれば…倫理あり！
にし川
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 東原 寛二氏
第713回MS
6/ 8㈮
テーマ／幸せへの４Ｇ・６Ｋ
講 師／ねっとＷｏｒｋジョイ 髙石 德香氏
6/15㈮ 第714回MS テーマ／南予地域における障がい者雇用の現状
師／未定
6/22㈮ 第715回MS 講
テーマ／未定
師／西条市倫理法人会 田中 修司氏
6/29㈮ 第716回MS 講
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

師／㈱ペガサス・フレンディ 代表取締役 竹内 伸行氏
6/ 5㈫ 第579回MS 講
テーマ／未定
講 師／(一社)倫理研究所 中国・四国副方面長 泉 憲冶氏
6/12㈫ 第580回MS テーマ／小我を捨て、
大我に生きる
講 師／愛媛銀行八幡浜支店
6/19㈫ 第581回MS テーマ／未定
師／二村建臣税理士事務所
6/26㈫ 第582回MS 講
テーマ／未定

今月のMS
強化月間の単会

松原 宣明氏
二村 建臣氏

伊予市倫理法人会
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「心にプラスワン」
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。

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。

6月 4日I 〜 6月 7日L

サヨ美容室

磯田

サヨさん

6月11日I 〜 6月14日L
6月18日I 〜 6月21日L

坂本建築設計事務所

坂本

靖男さん

代表

今井

典子さん

若者住民未來対話塾

桑島

政治さん

6月25日I 〜 6月28日L

ひがし野グループ

