愛媛県内 単会別 7月 のスケジュール

JULY 2017
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H IME R IN N ET

愛媛県倫理法人会

新居浜市倫理法人会
7/ 6㈭

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

講 師／法人スーパーバイザー 高木 正江氏
第944回MS
テーマ／この街で、幸せ広げたい！

7/13㈭ 第945回MS

講 師／元社会福祉協議会 常務理事 佐藤 治司氏
テーマ／共生〜私の先生は息子です〜

7/20㈭ 第946回MS

講 師／㈱紙資源 大津 正和氏
テーマ／活力朝礼は繁栄の源

7/27㈭

講 師／正起ガス㈱ 企画広報・創作地区担当 星川 陽二氏
第947回MS
テーマ／私と写真

四国中央市倫理法人会
7/ 4㈫

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

講 師／（一社）倫理研究所 倫理研究所 参事
第791回MS
秀倫塾 塾長 飯塚 秀夫氏
テーマ／徳をベースとした会社経営

7/11㈫ 第792回MS

奉仕活動 ※軍手・ゴミ袋等、ご持参ください

7/18㈫ 第793回MS

講 師／社会福祉法人ラーフ 理事長 毛利 公一氏
テーマ／地域でよく生きる

7/25㈫

第794回MS 講 師／㈱エス 代表取締役 内海 加奈子氏
テーマ／本当の商品は人である

MS強化月間

西条市倫理法人会

金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館

師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー
7/ 5㈬ 第292回MS 講
テーマ／感謝の心なくして繁栄なし

講 師／㈱イナミコーポレーション
代表取締役 稲見 勇喜夫氏
テーマ／経営に必要な杖

7/21㈮ 第702回MS

講 師／南海放送㈱ キャスター 清家 夕貴氏
テーマ／現場発キャスターを目指して

7/28㈮

場 所／トリム公園側河川敷
時 間／6：30〜7：00

師／（医）大橋胃腸肛門科外科医院
院長・理事長 大橋 勝英氏
テーマ／塞翁が馬 〜叙勲の栄に浴して〜

講 師／法人保険研究所 代表 永易 修治氏
7/19㈬ 第294回MS テーマ／相続診断士が語る
『相続の現状セミナー』

7/26㈬

講 師／長尾農園 代表 長尾 正人氏

テーマ／住民参画型で行う
『しまなみ海道』を活かした自転車まちづくり

講 師／㈱ゲンキの平和堂 取締役BOSS 藤本 定明氏
テーマ／なぜ今、倫理経営なのか

7/14㈮

第380回MS

講 師／ミヨシドッグスクール 三好 一彦氏
テーマ／訓練は楽しい遊び 〜警察犬の育成方法〜

7/21㈮

講 師／ヘアーコレクション・アキノリ 赤瀬 昭紀氏
第381回MS
テーマ／倫理と出会って

7/28㈮

第382回MS

講 師／㈱スカイネットシステム 代表取締役 中岡 富茂氏
テーマ／倫理を勉強すると儲かりますか

砥部倫理法人会

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

7/ 5㈬

師／劇団オーガンス 代表 徳田 幸治氏
7/12㈬ 第844回MS 講
テーマ／内子座の大根アラスカに行く

7/19㈬ 第845回MS 講

師／初任者研修指導教員 稲瀬 吉雄氏
（宇和島南中東教育学校）
テーマ／36年間の教職生活を終えて思うこと

講 師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 佐藤 福男氏
7/26㈬ 第846回MS テーマ／やさしい倫理入門〜縁尋機妙・多逢聖因

大洲喜多倫理法人会

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

7/ 7㈮

7/13㈭

講 師／㈲福聚 「開花亭」 営業部長 髙橋 宏司氏
第277回MS
テーマ／「念ずれば花ひらく」とは実行することだ

7/14㈮ 第672回MS

7/20㈭

第278回MS

講 師／(一社)倫理研究所
法人スーパーバイザー 西森 義信氏
テーマ／器

7/25㈫ 第１309回MS テーマ／何のために ー経営者と純粋倫理ー

7/27㈭

7/21㈮ 第673回MS

講 師／㈱ドリーマー 清家 洋一氏
テーマ／出会い。感動。

第279回MS

7/28㈮ 第674回MS

講 師／東山
テーマ／未定

松山市中央倫理法人会

伊予市倫理法人会

7/11㈫

講 師／（一社）倫理研究所 常任理事
第１307回MS
法人局 局長 内田 文朗氏
テーマ／実践力を磨く

7/18㈫

第１308回MS

講 師／㈱華屋衣裳店 専務取締役 久保田 千恵美氏
テーマ／倫理に感謝
講 師／（一社）倫理研究所 理事 研修部 部長 藤﨑 正剛氏

水曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

講 師／㈲オフィス・マリ＆オルキレーヌ
代表取締役 高木 正江氏
テーマ／運命を変える法則
講 師／ ㈲あいらんど 社長 松尾 桂氏
テーマ／執行猶予で倫理に再会

金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予

7/ 5㈬

講 師／㈲大和屋本店旅館 取締役専務 奥村 敏仁氏
第870回MS
テーマ／能のはなしを少しだけ

7/ 7㈮

7/12㈬

講 師／愛媛県農林水産部農政企画局
第871回MS
ブランド戦略課長 鶴村 幸弘氏
テーマ／県産農林水産物のブランド化と販売拡大について

師／(一社)倫理研究所
7/14㈮ 第138回MS 講
テーマ／宝は足下にあり

7/19㈬ 第872回MS 講

師／（一社）倫理研究所
法人スーパーバイザー 大津 正和氏
テーマ／活力朝礼は繁栄の源（みなもと）

7/26㈬

講 師／合同会社pullUP 代表 林 たかこ氏
第873回MS
テーマ／ヨガとトークで脳を鍛える脳ポジ®メソッド

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／石田クリーニング㈱ 取締役会長 石田 美多嘉氏
第137回MS
テーマ／東北見聞録

壽野 春幸氏

講 師／砥部病院ケアサービス㈱ 社長 中城
7/28㈮ 第140回MS テーマ／老いも認知症も妻もあきらめて生きる

敏氏

今月のMS強化月間の単会

7/ 4㈫

火曜日 ６：３０〜７：３０ センチュリーホテルイトー

第535回MS 講 師／愛媛県南予地方局八幡浜支局 支局長 濱松 一良氏
テーマ／十町十色 南予の町の物語

講 師／木嶋 英幸氏
7/18㈫ 第537回MS テーマ／未定

7/25㈫ 第538回MS 講

師／(一社)倫理研究所
法人スーパーバイザー 福井 龍介氏
テーマ／家を継ぐ

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！

西条商工会館
6:30〜7：30

講 師／㈱アイビ広告 代表取締役 吉田 秀明氏

八西準倫理法人会

宏氏

愛媛県倫理法人会のラジオ番組「心にプラスワン」

西条市
倫理法人会

壽野 春幸氏

第671回MS 講 師／㈱まちづくり松野 廣瀬 佳信氏
テーマ／サービス学 科学と逆算の仕込み

講 師／社会保険労務士 行政書士 末光 勝幸氏
7/11㈫ 第536回MS テーマ／今の伊方町民と原子力発電所

参与 井上 茂勝氏

講 師／㈱寿住宅 代表取締役社長
7/21㈮ 第139回MS テーマ／会長職で学んだこと

7/21㈮ 第736回MS テーマ／儒教と倫理

松山伊予倫理法人会

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

7/13㈭

7/27㈭

水曜日 ６：００〜７：００ ウェディングパレスふじ

講 師／㈱河幸海苔店 山路 卓司氏
第609回MS
テーマ／足下の実践
代表 加藤

徹氏

稲生 康治氏

講 師／クールダンススタジオ 代表 山田 久美子氏
テーマ／ダンスは日常のスパイス

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

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

講 師／㈱中野本舗 代表取締役社長 中野 恵太氏
7/ 6㈭ 第709回MS テーマ／地域に愛された140年の歴史とこれからの挑戦

場 所／今治市駅前
時 間／6：30〜7：00

7/26㈬

第379回MS

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

講 師／愛媛県障がい者スポーツ協会
第843回MS
パラスポーツコーディネーター 幸田 裕司氏
テーマ／障がい者スポーツ

7/ 6㈭

7/ 4㈫

7/26㈬

第612回MS

7/ 7㈮

宇和島市倫理法人会

講 師／㈱山下石材 専務取締役 山下 智恵氏
第276回MS
テーマ／ふるさとで生きる、ということ

7/20㈭

講 師／スマイルサロンＮＩＣＯ
7/19㈬ 第611回MS テーマ／私が笑顔でいる理由

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルマイステイズ松山

講 師／下田弘志税理士事務所 下田 弘志氏
第１306回MS
テーマ／人生の恩師

講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 井戸垣 昌延氏

師／元気プロジェクト
7/12㈬ 第610回MS 講
テーマ／未定

金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

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

7/19㈬ 第601回MS テーマ／喜んで働く会社づくり

7/ 5㈬

東温倫理法人会

講 師／松山市市議会議員 向田 将央氏

水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル

新居浜別子倫理法人会

忠氏

7/28㈮ 第737回MS テーマ／44年の人生を振り返り、あらためて想う親への感謝

7/ 5㈬ 第599回MS テーマ／有機農業という生き方
7/12㈬ 第600回MS 講 師／NPO法人シクロツーリズムしまなみ
宇都宮 一成氏

奉仕作業

松本

7/12㈬ 第293回MS 講

講 師／㈱寿住宅 代表取締役社長
7/14㈮ 第735回MS テーマ／会長職で学んだこと

7/14㈮ 第701回MS

今治市倫理法人会

水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース

師／インターコネクト㈱ 代表取締役 酒井 一樹氏
7/ 7㈮ 第734回MS 講
テーマ／ペッパーと学ぶ、新たな市場で勝負するということ

講 師／白石 まるみ氏
第700回
7/ 7㈮ スペシャルMS
テーマ／女優が伝える３つの個性心理学

奉仕作業

西条西倫理法人会

─老舗和菓子屋を受け継いで─
講 師／愛媛県酪農業協同組合連合会
第710回MS
生産部 次長 兵頭 淳志氏
テーマ／複写ハガキに生きる
講 師／（一社）倫理研究所 普及事業部 主事
第711回MS
中四国副方面長 田島 康賢氏
テーマ／勇者の選択
第712回MS 講 師／第一生命保険㈱ 島川 美香氏
テーマ／未定

松山北倫理法人会
7/ 5㈬ 第576回MS

講 師／㈱ソルベックス 代表取締役 藤原 忠生氏
テーマ／学んだ倫理を生きる力へ

7/12㈬

第577回MS

講 師／佐々木工業㈱ 専務取締役 佐々木 淳氏
テーマ／最新の映画事情について

7/19㈬

第578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+科学で人生の扉を開く

7/26㈬

第579回MS

講 師／松山市議会議員 大木 健太郎氏
テーマ／未定

水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山

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。

7月の放送スケジュール
7月 3日I 〜 7月 6日L
7月10日I 〜 7月13日L
7月17日I 〜 7月20日L
7月24日I 〜 7月27日L
7月31日I 〜 8月 3日L

※都合により予定が変更となる場合があります。

ひがし野グループ
愛媛県倫理法人会前会長

代表

今井

典子さん

松本 一志さん 作家 神渡 良平さん
作家

㈱ヴァンサンカン 社長
伊予市倫理法人会

副会長

神渡

良平さん

石原美良子さん
中城

敏さん

