愛媛県内 単会別 7月 のスケジュール

西条西倫理法人会

JULY 2018

ひめりんねっと
7月号

平成30年6月22日現在

H IME R IN N ET

愛媛県倫理法人会

新居浜市倫理法人会
7/ 5㈭

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／㈱近森謄写堂 近森 純一郎氏
第992回MS
テーマ／親子経営で生きていく

7/12㈭ 第993回MS テーマ／朝起きの極意

講 師／(一社)倫理研究所 中国・四国 方面長 松本 真志氏

講 師／㈲ 塩崎工業
7/19㈭ 第994回MS テーマ／私の人生

代表取締役 塩崎 安規氏

講 師／松江 亨氏（芸乃 樽斗）
7/26㈭ 第995回MS テーマ／健康は笑いから大いに笑って

四国中央市倫理法人会

第5弾

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

7/ 3㈫ 第841回MS テーマ／私の倫理体験報告
講 師／（一社）倫理研究所 中国・四国副方面長 泉
7/10㈫ 第842回MS テーマ／小我を捨て、大我に生きる
7/17㈫ 第843回MS 奉仕活動 寒川海水浴場
師／㈲ 向田真珠商会 取締役 向田 由美氏
7/24㈫ 第844回MS 講
テーマ／「日常のささいな事が
講 師／清和アグリス㈱ 代表取締役 東村 英幸氏

憲治氏

倫理だったのです」―十七箇条―

師／学校法人 平成学園
7/31㈫ 第845回MS 講
テーマ／社員にも倫理を

総務部長 東前

充氏

西条市倫理法人会
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 丸山 保夫氏
ナイトセミナー
7/ 5㈭ 18
：30〜19：30 テーマ／サラリーマン会長、そして後継者育成へ
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 丸山 保夫氏
7/ 6㈮ 第744回MS テーマ／倫理経営の実践
講 師／伊曽乃神社 宮司 堀川 修巧氏
7/13㈮ 第745回MS テーマ／伊曽乃神社の歴史と祭礼
30周年記念特別モーニングセミナー
7/20㈮ 愛媛県倫理法人会合同
講 師／(一社)倫理研究所 理事長 丸山 敏秋氏

松山全日空ホテル

7/27㈮

奉仕作業

テーマ／夢かぎりなく 2018
場 所／トリム公園側河川敷
時 間／6：30〜7：00

7/ 4㈬
7/11㈬

水曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会議所東予支所

第328回MS 講 師／芸術家／チャーティスト 上田 舞氏
テーマ／ワールド・ティー・ギャザリングの活動内容
第329回MS 講 師／健康道場 keep on
テーマ／未定

代表 兵頭 隆介氏

ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 西内 三悟氏

7/17㈫ 18：30〜19：30 テーマ／気づき

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 西内 三悟氏

7/18㈬ 第330回MS テーマ／純情（すなお）
7/25㈬

ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所
7/17㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／すべてに感謝

7/18㈬
7/25㈬

松永 秀夫氏

法人レクチャラー 新開 精治氏

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 新開 精治氏
第645回MS
テーマ／理屈なしに行って下さい
奉仕作業

今治市駅前

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

7/ 4㈬
経営者セミナー 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー
7/10㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／倫理で納得 夫婦愛和
講 師／ザ・ワークス 高橋 正明氏
第656回MS
テーマ／進化する仲人業

師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー
7/11㈬ 第657回MS 講
テーマ／町工場の新しい挑戦
師／徳島眉山木鶏クラブ 黒瀬 英作氏
7/18㈬ 第658回MS 講
テーマ／縁から絆へ
講 師／fushime代表 一色 麻生氏
7/25㈬ 第659回MS テーマ／人生をデザインする秘訣

中野 義弘氏
中野 義弘氏

講 師／ＡＹ貸ふとん店 八束 彰彦氏
7/18㈬ 第626回MS テーマ／朝だるいあなたへ！
眠りの仕組みとは？

そして快眠のコツを伝授します！
講 師／アナウンサー 髙橋 真実子氏
第627回MS
テーマ／もっと自分が好きになるコミュニケーション術

7/25㈬

本日のモーニングセミナーはお休みします。

宇和島市倫理法人会
7/ 3㈫
7/ 4㈬
7/11㈬
7/17㈫
7/18㈬
7/25㈬

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

特別ナイトセミナー 講 師／(一社)倫理研究所 法人局顧問 田中 裕人氏
18：30〜19：30 テーマ／未来に旗を立てて〜百年先を考えてやろう！〜
サブライムホール
講 師／(一社)倫理研究所 法人局顧問 田中 裕人氏
第888回MS テーマ／家庭は全ての源だ
講 師／Hirose Coﬀee 廣瀬 佳信氏
第889回MS
テーマ／ブランドによって全く違うホテルサービス
経営者の集い 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 高木 義夫氏
18：30〜19：30
宇和島リージェントホテル テーマ／未定
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 高木 義夫氏
第890回MS テーマ／未定
講 師／佐川印刷㈱ 滝澤 祐輝氏
第891回MS テーマ／未定

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
講 師／西条市倫理法人会 相談役 井上 隆寿氏
7/ 2㈪ 第2回MS テーマ／
八堂山登頂ウォークから晴れの国おかやま24時間100㎞歩行まで

東温倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽
経営者の集い 講 師／野田ハニー食品工業㈱ 専務取締役 野田 やよい氏
7/ 5㈭ 18：30〜19：30 テーマ／得るは捨つるにあり

7/ 9㈪
祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
7/16㈪㊗
講 師／四国中央市宇摩倫理法人会 専任幹事 井原 和彦氏
7/23㈪ 第4回MS テーマ／誠意

7/ 6㈮ 第424回MS テーマ／倫理のご縁に感謝！
講 師／㈲Elysion 代表取締役社長 武井 得誠氏
7/13㈮ 第425回MS テーマ／只今、倫理の実践中
30周年記念特別モーニングセミナー
7/20㈮ 愛媛県倫理法人会合同
講 師／(一社)倫理研究所 理事長 丸山 敏秋氏

松山全日空ホテル

7/30㈪

7/27㈮

師／未定
7/27㈮ 第719回MS 講
テーマ／未定

〜それは石鎚山にもう一度登りたいからはじまった〜

第3回MS 講 師／愛媛県倫理法人会 相談役 永田 光春氏
テーマ／出会いが人生を変える

第5回MS 講 師／四国中央市宇摩倫理法人会 会長 山川 浩一郎氏
テーマ／老いるということ

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

講 師／㈱徳山ビルサービス
7/ 3㈫ 第１354回MS テーマ／捨てる

代表取締役 宮本 治郎氏

師／㈱大一合板商事 代表取締役社長
7/10㈫ 第１355回MS 講
テーマ／伊予匠ノ会の今後のビジョン

大久保 仁志氏

講 師／野田ハニー食品工業㈱ 専務取締役 野田 やよい氏

松山全日空ホテル

テーマ／夢かぎりなく 2018
講 師／㈱寿住宅 代表取締役社長 壽野 春幸氏
第426回MS
テーマ／倫理と家造りの関係

砥部倫理法人会
木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館
師／㈲今治ヂーゼル工業 代表取締役 森本 真博氏
7/ 5㈭ 第320回MS 講
テーマ／やってやって、やり抜こう！
7/12㈭ 第321回MS 講 師／ＦＰ＆証券アナリスト
宮川集事務所 代表 宮川 集氏
テーマ／思い出

講 師／㈱しげとう商店 取締役 重藤 大地氏
7/17㈫ 第１356回MS テーマ／和室の様式美とマナー講座

講 師／教育実践研究家 「菊池道場」主宰
7/18㈬ 特別ナイトセミナー
18：30〜19：30 テーマ／これからの教育について考えよう

7/24㈫

講 師／毛利修平税理士事務所 代表 毛利 修平氏
第１357回MS
テーマ／事業者との士業連携

7/31㈫

第１358回MS

7/19㈭
7/26㈭

講 師／㈱日の出都市開発 代表取締役 山本 康弘氏
テーマ／多文化・多世代共生のまちづくり

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

師／アイ・クリエーション代表
7/ 4㈬ 第917回MS 講
テーマ／心を掴む第一印象

井上 しのぶ氏

講 師／㈱茶玻瑠 常務取締役 岡井 哲也氏
7/11㈬ 第918回MS テーマ／継続は力なり〜力があるから継続できる〜

7/13㈮

伊予市倫理法人会

金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予

7/ 6㈮ 第181回MS 講

師／石田クリーニング㈱
営業企画部 企画課 課長 竹倉
テーマ／過去を振り返り、今に

松山全日空ホテル

講 師／（一社)倫理研究所 参事
法人アドバイザー 松本 忠氏
テーマ／まず受け入れよう（万象受容）

7/27㈮

松山全日空ホテル

実氏

テーマ／夢かぎりなく 2018

講 師／㈲Ｅ
ｌ
ｙｓ
ｉ
ｏｎ 代表取締役社長 武井 得誠氏
第183回MS
テーマ／只今、倫理の実践中

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

大洲喜多倫理法人会
金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館
講 師／未定
7/ 6㈮ 第717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 中 宏文氏
：30
7/12㈭ 18：30〜19
テーマ／脳科学にもとづく心の実践録
にし川
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 中 宏文氏
7/13㈮ 第718回MS テーマ／薫習（くんじゅう）
30周年記念特別モーニングセミナー
7/20㈮ 愛媛県倫理法人会合同
講 師／(一社)倫理研究所 理事長 丸山 敏秋氏
テーマ／夢かぎりなく 2018

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
講 師／八幡浜市役所 商工観光課 竹下 明伸氏
7/ 3㈫ 第583回MS テーマ／未定
講 師／八幡浜郵便局 局長 重松 弘樹氏
7/10㈫ 第584回MS テーマ／未定
産業経済部 八幡浜支局
7/17㈫ 第585回MS 講 師／愛媛県南予地方局
商工観光室 室長 洲之内 豊明氏
テーマ／未定

講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー
7/23㈪ 経営者の集い
19：00〜 テーマ／これが良い、と思えるまで
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー
7/24㈫ 第586回MS テーマ／親子の倫理

7/31㈫

〜松山市の取り組みについて〜

由佐 紹二氏

本日のモーニングセミナーはお休みします。

愛媛県倫理法人会

7/19 ㈭ 設立30周年記念式典のご案内

17：00〜 松山全日空ホテル

南館 4F エメラルドルーム

お申し込みは
まで
所属単会事務局

祝賀会／松山全日空ホテル 本館 4F ダイヤモンドボールルーム
愛媛県倫理法人会合同 30周年記念特別モーニングセミナーもお楽しみに！
！

7/20㈮ 6：30〜

講 師／(一社)倫理研究所 理事長 丸山 敏秋氏
テーマ／夢かぎりなく 2018

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)
協賛
特典

30周年記念特別モーニングセミナー
7/20㈮ 愛媛県倫理法人会合同
講 師／（一社)倫理研究所 理事長 丸山 敏秋氏
テーマ／夢かぎりなく 2018

武内 英治氏

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

※都合により予定が変更となる場合があります。

松山伊予倫理法人会
木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル
経営者の集い 講 師／日本生命保険（相） 島尻 順子氏
7/ 4㈬ 18：30〜19：30 テーマ／生かされている事に感謝
師／日本生命保険（相） 島尻 順子氏
7/ 5㈭ 第757回MS 講
テーマ／倫理との出逢い
7/12㈭ 第758回MS 講 師／松山鍼灸院
漢方鍼灸個別治療室 仁塾 代表 田村 健氏

7月 2日I 〜 7月 5日L

大永造船㈱

7月 9日I 〜 7月12日L
7月16日I 〜 7月19日L

㈱ヴァンサンカン 社長

7/19㈭
7/26㈭

7月23日I 〜 7月26日L
7月30日I 〜 8月 2日L

テーマ／ちょこっと東洋医学セミナーと質疑応答

講 師／ソニー生命保険㈱ 上田 清輝氏
テーマ／未定
講 師／ドロガメンバーズ協賛店 本部 代表 森
第760回MS
テーマ／共に栄えるご縁

由佐 紹二氏

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?

第782回MS 講 師／㈱デイドリーム 代表取締役 亀岡 佑祐氏
テーマ／若いスタッフとの関わり方

講 師／山陽物産㈱ 代表取締役
7/27㈮ 第783回MS テーマ／25期連続増収の秘訣

〜大人も子どももいっしょでしょ〜
第322回MS 講 師／教育実践研究家 「菊池道場」主宰 菊池 省三氏
テーマ／コミュニケーション力あふれる生活を
講 師／税理士法人 久遠 代表 前原 幸夫氏
第323回MS
テーマ／心の経営

7/13㈮
30周年記念特別モーニングセミナー
7/20㈮ 愛媛県倫理法人会合同
講 師／(一社)倫理研究所 理事長 丸山 敏秋氏

〜心とからだの声を聴くこと〜

7/25㈬ 第920回MS

菊池 省三氏

講 師／㈱アイビ広告 代表取締役 吉田 秀明氏
第182回MS
テーマ／日本人と桜の物語

講 師／Fushime塾 代表 一色 麻生氏
7/18㈬ 第919回MS テーマ／人生をデザインする秘訣

今治市倫理法人会
松山にぎたつ倫理法人会 金曜日 ６：３０〜７：３０
水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
講 師／BODY LIFE IMABARI 代表 斉藤 誠治氏
師／松山市長 野志 克仁氏
7/ 4㈬ 第643回MS テーマ／カラダ学！ダイエットには「ルールとレシピ」が存在する 7/ 6㈮ 第781回MS 講
テーマ／一人でも多くの人を笑顔に
講 師／㈱モトクロス（MOTOX）代表取締役
7/11㈬ 第644回MS テーマ／活力朝礼でひと儲け！

松山北倫理法人会
水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山
講 師／アザース㈱ 代表取締役 中川 周平氏
7/ 4㈬ 第624回MS テーマ／ラーメンの世界
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 中川 武雄氏
7/10㈫ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／『倫理』との出会いと学んだこと『苦難福門』
講 師／㈱中虎 代表取締役社長 中川 武雄氏
7/11㈬ 第625回MS テーマ／人生神劇

第759回MS

美鶴氏

愛媛県倫理法人会

会長

石田クリーニング㈱
坊っちゃん劇場

社長

榊原

英之さん

石原美良子さん
中西

龍仁さん

西田さん
越智

ほか

陽一さん

