愛媛県内 単会別 8月 のスケジュール

AUGUST 2018

ひめりんねっと
8月号

平成30年7月23日現在

H IME R IN N ET

愛媛県倫理法人会

お問い合わせは 事務局まで TEL ０８９-９８７-７０２５

西条西倫理法人会
8/ 1㈬
8/ 8㈬
8/15㈫

水曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会議所東予支所

第331回MS 講 師／未定
テーマ／未定
第332回MS 講 師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 加藤 公利氏
テーマ／近い

お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

8/ 9㈭
お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
8/16㈭
師／愛媛県議会議員 石川 稔氏
8/23㈭ 第998回MS 講
テーマ／新居浜のインフラ整備

8/13㈪

8/30㈭

8/ 7㈫ 第846回MS

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

講 師／熊本駅前看護リハビリテーション学院
副院長 菊池 仁美氏
テーマ／今輝く！今動く

お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

8/21㈫

講 師／大橋胃腸肛門外科医院 院長 大橋 勝英氏
第847回MS
テーマ／徳川家康の長寿と健康の秘訣

8/28㈫

第848回MS

講 師／㈱ICU 代表取締役 川島 一寛氏
テーマ／即行即止の実践

西条市倫理法人会
8/ 3㈮
8/10㈮
8/17㈮
8/24㈮
8/31㈮

金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館

講 師／㈱ザ・ワークス 代表取締役 井上 隆寿氏
第746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100km歩行まで
〜それは石鎚山にもう一度登りたいから始まった〜
第747回MS 講 師／（一社）倫理研究所 中四国方面長 松本 真志氏
テーマ／朝起きの極意
講 師／㈱菊銀製瓦 鬼師 菊池 晴香氏
第748回MS
テーマ／自分らしく。
講 師／㈲大連国際実業社 張 永慶氏
第749回MS
テーマ／未定
場 所／トリム公園側河川敷
奉仕作業
時 間／6：30〜7：00

今治市倫理法人会
水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
講 師／快楽亭 ブラ坊氏
8/ 1㈬ 第646回MS テーマ／何でもやります〜フリーの落語家として〜
講 師／（一社）倫理研究所 中四国方面長 松本 真志氏

8/ 8㈬ 第647回MS テーマ／朝起きの極意
8/15㈬
8/22㈬
8/29㈬

お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
講 師／さくらんぼの会 会長 渡辺 小百合氏
第648回MS
テーマ／私とボランティア
奉仕作業

お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

8/20㈪

第7回MS 講 師／㈱スカイネットシステム 中岡 富茂氏
テーマ／倫理を勉強すると儲かりますか？

8/27㈪

第8回MS 講 師／岸製作所 岸 義正氏
テーマ／宇摩地区の力、翔べ世界へ

水曜日 ６：００〜７：００ ウェディングパレスふじ

講 師／㈱ザ・ワークス 代表取締役 井上 隆寿氏
第660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100km歩行まで
〜それは石鎚山にもう一度登りたいから始まった〜

8/ 8㈬
お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
8/15㈬
講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 徳永 孝明氏
8/22㈬ 第662回MS テーマ／要物必与
講 師／シンガーソングライター 真鍋 華美氏
第661回MS
テーマ／朝から歌う日本歌謡の世界

師／アイ・クリエーション
8/29㈬ 第663回MS 講
テーマ／心を掴む第一印象

松山市倫理法人会
8/14㈫

井上 しのぶ氏

東温倫理法人会

代表取締役 前田 陽一郎氏

金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

8/ 3㈮
8/10㈮
お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
8/17㈮
師／㈱繭 代表取締役 仲田 英里氏
8/24㈮ 第429回MS 講
テーマ／三年間の倫理

講 師／㈲ノリテック 今井 洋數氏
第427回MS
テーマ／テーマは当日のお楽しみ！
講 師／マエダ商事㈱ 代表取締役 前田 陽一郎氏
第428回MS
テーマ／倫理との出逢い

社長 小出 一人氏

講 師／（一社)倫理研究所
8/21㈫ 第１360回MS テーマ／年齢の数え方

名誉研究員 中西

講 師／太周來土 代表
8/28㈫ 第１361回MS テーマ／転ばぬ先の杖

秀野

浩氏

純氏

テーマ／人の繋がりで活かされている自分！

水曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

8/ 1㈬
8/ 8㈬
お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
8/15㈬
師／㈱ザ・ワークス 代表取締役 井上 隆寿氏
8/22㈬ 第923回MS 講
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100km歩行まで
第921回MS 講 師／第一生命保険㈱ 羽籐 留魅氏
テーマ／ビフォーアフター
第922回MS 講 師／㈱阿部事務所 会長 阿部 一理氏
テーマ／食でつくる健康、自然療法の真髄

〜それは石鎚山にもう一度登りたい から始まった〜

8/29㈬

第924回MS

講 師／㈲シーアールシー 代表取締役 松本 一志氏
テーマ／出逢いの中で生かされて

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
法人局 普及事業部
8/ 3㈮ 第784回MS 講 師／（一社)倫理研究所
次席 中国・四国方面 方面長 松本 真志氏
8/10㈮
8/17㈮

8/24㈮

テーマ／朝起きの極意
第785回MS 講 師／生活環境コーディネーター 村上 美智代氏
テーマ／目からウロコの片付けセミナー
今日からあなたの人生が進化する！

お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

講 師／㈱カップマネジメント 代表取締役 兼頭 毅氏
テーマ／不動産売買の実状
（誰にも起こりうる不動産相場の現場から）
第787回MS 講 師／前田佐知税理士事務所 所長 前田 佐知氏
テーマ／成せば成る

第786回MS

松山伊予倫理法人会
8/ 2㈭

木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

講 師／㈱香の工房 香ん美 三好 和美氏
第761回MS
テーマ／テーマは当日のお楽しみ！

師／㈲三和保険事務所 取締役 西濵 充智氏
8/ 9㈭ 第762回MS 講
テーマ／これまでの自分 これからの自分
お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
8/16㈭
師／㈱東洋医学健康センター 加島 隆徳氏
8/23㈭ 第763回MS 講
テーマ／色で癒す〜色彩治療について〜
講 師／㈲デザインワークス 代表取締役
8/30㈭ 第764回MS テーマ／テーマは当日のお楽しみ！

松田

賛氏

伊予市倫理法人会

8/ 1㈬
8/ 8㈬

第893回MS 講 師／愛媛県倫理法人会 南予地区長 山下 武久氏
テーマ／お盆ってなぁに

8/15㈬

お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

8/22㈬

講 師／宇和島市議会議員 上田 富久氏
第894回MS テーマ／未定

8/29㈬

講 師／宇和島市倫理法人会 会長 末広 享三氏
第895回MS テーマ／会長職を終えて思うこと

大洲喜多倫理法人会
8/ 3㈮ 第721回MS 講

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

師／大洲河川国道事務所
副所長（河川担当） 阿部 勝義氏
テーマ／国土交通省の災害査定業務について
講 師／美容整体美幸（みこ）
さろん 真鍋 典子氏
第722回MS
テーマ／新たな命と奇跡の連続
講 師／(一社)倫理研究所 法人アドバイザー 飯塚 秀夫氏
第723回MS テーマ／家族の絆

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
8/ 7㈫ 第588回MS 会員スピーチ
お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
8/14㈫
師／(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー
8/21㈫ 第589回MS 講
テーマ／人生の恩師
師／仙味エキス㈱
8/28㈫ 第590回MS 講
テーマ／未定

森脇 慎一氏

代表取締役 筬島 克裕氏

二宮 良和氏

金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予

8/ 3㈮

講 師／㈱Future Select 織田 直美氏
第184回MS
テーマ／未定

8/10㈮

講 師／月心グループ ㈱公益社 常務取締役 大政 裕志氏
第185回MS
テーマ／幸せの価値観と魔法の鏡

8/17㈮

講 師／Myrtle Wyckoﬀ 代表 渡部 哲士氏
第186回MS
テーマ／トーンコントロール

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！

講 師／㈱車金商会 代表取締役社長 越智 紀方氏
8/24㈮ 第187回MS テーマ／ＭＳ15年皆勤で得た宝
本日のモーニングセミナーはお休みします。
8/31㈮

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

第892回MS 講 師／伊予銀行 松丸支店 支店長 小川 雅雄氏
テーマ／未定

8/17㈮
師／未定
8/24㈮ 第724回MS 講
テーマ／未定
師／未定
8/31㈮ 第725回MS 講
テーマ／未定

砥部倫理法人会
木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館
師／元気えひめの会 代表 加戸 守行氏
8/ 2㈭ 第324回MS 講
テーマ／憲法の改正を
講 師／砥部町スポーツ協会会長 森岡 数美氏
8/ 9㈭ 第325回MS テーマ／ビジョントレーニング
お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
8/16㈭
8/23㈭ 第326回MS 講 師／ジブラルタ生命㈱宇和島営業所
営業次長 田中 繁幸氏
師／エヒメセラム㈱ 代表取締役社長
8/30㈭ 第327回MS 講
テーマ／どうなります事やら？

宇和島市倫理法人会

8/10㈮

講 師／㈱建商 代表取締役 西森 義信氏

お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

松山市中央倫理法人会

井戸垣 昌延氏

8/31㈮ 第430回MS テーマ／倫理経営の根っこ

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルマイステイズ松山

講 師／㈱アイクコーポレーション
8/ 7㈫ 第１359回MS テーマ／すべては一歩の積み重ね

8/31㈮

今治市駅前

新居浜別子倫理法人会
8/ 1㈬

月曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

講 師／岡田印刷 ㈱ 岡田 紀夫氏
第6回MS
テーマ／万人幸福の琹の読み方

第999回MS 講 師／㈲ 新居浜ビジネスセンター 加藤 清行氏
テーマ／会長3年を振り返って‥

四国中央市倫理法人会
8/14㈫

8/ 6㈪

師／マエダ商事㈱
8/29㈬ 第631回MS 講
テーマ／感 謝

本日のモーニングセミナーはお休みします。

四国中央市宇摩倫理法人会

テーマ／実践の自発性と日付を！
講 師／税理士法人 プロスパー 加藤 公利氏
第997回MS
テーマ／近い 〜倫理経営のすすめ〜

8/15㈬
講 師／井戸垣産業㈱ 代表取締役社長
8/22㈬ 第630回MS テーマ／喜んで働く会社づくり

講 師／未定

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
㈲
8/ 2㈭ 第996回MS 講 師／四国アイティサービス
執行役員営業本部長 尾崎 和憲氏

〜それは石鎚山にもう一度登りたい から始まった〜

お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

8/22㈬ 第333回MS テーマ／未定
8/29㈬

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／㈱ラフスタイル 代表取締役 平岡 広章氏
8/ 1㈬ 第628回MS テーマ／苦難福門 苦難じゃないと得られない大切な気づき
師／㈱ザ・ワークス 代表取締役 井上 隆寿氏
8/ 8㈬ 第629回MS 講
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100km歩行まで

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。

8月の放送スケジュール
7月30日I 〜 8月 2日L
8月 6日I 〜 8月 9日L
8月13日I 〜 8月16日L
8月20日I 〜 8月23日L
8月27日I 〜 8月30日L

※都合により予定が変更となる場合があります。

坊っちゃん劇場

社長

越智

陽一さん

㈱中虎

社長

中川

武雄さん

原

竜也さん

〈東かがわ市倫理法人会〉

㈱ハラプレックス 社長
聖intフラワー

代表

吉川

陽子さん

㈱ダスキン椿

社長

河野

康弘さん

