愛媛県内 単会別 8月 のスケジュール

AUGUST 2017

ひめりんねっと
8月号

平成29年7月24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

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
師／百姓屋 藤田 藤田 準氏
8/ 3㈭ 第948回MS 講
テーマ／未定
講 師／国際薬膳食育師 中野 恵子氏
8/10㈭ 第949回MS テーマ／Ｉ
My Me
講 師／㈲常松建設 常松 栄氏
8/17㈭ 第950回MS テーマ／心の実践
講 師／筆跡心理学チームepeler
開運筆跡アドバイザー 菅沼 真穂氏
テーマ／文字からわかる自分 文字からかえる未来
講 師／㈱久保組 久保 安正氏
第952回MS
テーマ／ポプラの木に名を借りた、純粋倫理の木を植林

8/24㈭ 第951回MS
8/31㈭

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
講 師／参議院議員 井原 巧氏
8/ 1㈫ 第795回MS テーマ／経済の活性化について
講 師／㈱建商 代表取締役 西森 義信氏
8/ 8㈫ 第796回MS テーマ／器
（うつわ）
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／㈲エーティ通信 取締役社長 平賀 伸明氏
8/22㈫ 第797回MS テーマ／倫理の学びと実践
8/29㈫

第798回MS 講 師／㈱かがやき総合保険企画 代表取締役CEO 中泉 輝彦氏
テーマ／会長職が私を成長させてくれたこと
（オリックス生命日本一３連覇）感謝

西条市倫理法人会
8/ 4㈮ 第703回MS
8/11㈮㊗

金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館

西条西倫理法人会

水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース

師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー
8/ 2㈬ 第295回MS 講
テーマ／家族の絆が商売繁盛

8/ 9㈬

三上 忠男氏

第296回MS 講 師／㈱ドリーマー
エグゼクティブマネージャー 清家 洋一氏
テーマ／最近の葬式形態と終活

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

8/18㈮ 第704回MS

講 師／（一社）倫理研究所 参与 中西
テーマ／人生五計

8/25㈮ 第705回MS

講 師／竹中金網㈱ 代表取締役 竹中 健造氏
テーマ／未定

浩氏

8/18㈮

第384回MS

講 師／㈱中央電気保安協会 取締役会長 神野 真弓氏
テーマ／一本の電話から、、、。

8/25㈮

第385回MS

講 師／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

松山市倫理法人会

砥部倫理法人会

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルマイステイズ松山

8/ 1㈫

第１310回MS 講 師／大同生命保険㈱松山営業部 阿部 優子氏
テーマ／運命自招

8/ 3㈭

8/ 8㈫

第１311回MS 講 師／㈱ロコフル 代表取締役 山崎 友雅氏
テーマ／スタートライン

8/10㈭

8/15㈫
8/29㈫

西岡 浩平氏

8/31㈭

講 師／㈱山香煎餅本舗 会長 河野 武彦氏
第１313回MS
テーマ／純情（すなお）に生きる

松山市中央倫理法人会
8/ 2㈬

8/17㈭
8/24㈭

お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

師／㈱三和医科器械 代表取締役
8/22㈫ 第１312回MS 講
テーマ／倫理を学んで儲かりますか？

水曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

講 師／㈱華屋衣裳店 専務取締役 久保田 千恵美氏
第874回MS
テーマ／会長させて頂いた３年間に感謝

師／㈲あいらんど 社長 松尾
8/ 9㈬ 第875回MS 講
テーマ／執行猶予で倫理に再会

8/16㈬

桂氏

8/11㈮㊗

壽野 春幸氏

師／（一社）倫理研究所
法人スーパーバイザー 戸田 栄造氏
テーマ／何の為の倫理か？

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
大野 加壽子氏

8/30㈬

講 師／㈱光藤 代表取締役 光藤 貴志氏
第605回MS
テーマ／俺のマネッジメントは・・・（ファイナル）

新居浜別子倫理法人会
8/ 2㈬

水曜日 ６：００〜７：００ ウェディングパレスふじ

講 師／愛媛県立南高等学校 教諭 河野
第613回MS
テーマ／地域の宝から世界の宝へ

師／えひめコーティングブロッサム
8/ 9㈬ 第614回MS 講
テーマ／愛和に繋がるアチーバス

8/16㈬
8/23㈬

義知氏

中越 こずえ氏

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／岡山県倫理法人会 相談役 前原 幸夫氏
第615回MS
テーマ／心の経営
講 師／㈱グラッツェふじ 藤田 修生氏

8/30㈬ 第616回MS テーマ／感謝の二年間！

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

8/ 2㈬
8/ 9㈬
8/16㈬
講 師／㈲パルテあい 武田 恭介氏
8/23㈬ 第849回MS テーマ／やればできる
会長
8/30㈬ 第850回MS 講 師／宇和島市倫理法人会 三役
専任幹事

講 師／元宇和島消防署長 山口 賢司氏
第847回MS
テーマ／南海トラフ巨大地震を生き抜く！
講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 小林 桂子氏
第848回MS
テーマ／人生に無駄はない
お盆の為、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
8/ 4㈮

金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予

第141回MS 講 師／㈱オカベ 代表取締役会長 岡部 悦雄氏
テーマ／タイ国見聞録

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
代表取締役 今井 典子氏

新居浜別子
倫理法人会

8/11㈮㊗

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

8/18㈮ 第676回MS

講 師／㈱光藤 光藤 貴志氏
テーマ／俺のマネッジメントは・・・

8/25㈮ 第677回MS

講 師／(一社)倫理研究所 法人アドバイザー 大谷 公夫氏
テーマ／足下の実践

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/ 1㈫
講 師／㈱八西ホンダ 代表取締役社長 水内 大介氏
8/ 8㈫ 第540回MS テーマ／法人会青年部の取組みについて
第539回MS 講 師／Ｈｅｌｉｘ 代表 川口 敦史氏
テーマ／主体的に生きる自立型人間の育成

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。

講 師／仙味エキス㈱
8/29㈫ 第542回MS テーマ／未定

第3位

新居浜市
倫理法人会

8/ 4㈮

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

第675回MS 講 師／未定
テーマ／未定

師／(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー
8/22㈫ 第541回MS 講
テーマ／喜んで働く会社づくり

桂氏

平成29年度 CMコンテスト 結果発表
第2位

大洲喜多倫理法人会

末広 享三氏
田中 繁幸氏
事務長 宮本 篤氏

西条市
倫理法人会

井戸垣 昌延氏

筬島 克裕氏

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/

講 師／㈱華屋衣裳店 専務取締役 久保田 千恵美氏

8/25㈮ 第740回MS テーマ／会長させて頂いた３年間に感謝

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

師／㈱久保組 代表取締役社長 久保 安正氏
8/ 3㈭ 第713回MS 講
テーマ／ポプラの木に名を借りた純粋倫理の木を植林してきました

8/17㈭

第715回MS

講 師／（医）駅前歯科医院 院長 能智 星悟氏
テーマ／運がいいとか悪いとか確かにあるね

講 師／（同）国際教育人財交流センター 代表社員 河野
8/24㈭ 第716回MS テーマ／流される経営
5週目の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
8/31㈭

松山北倫理法人会
8/ 2㈬ 第580回MS
8/ 9㈬
8/16㈬
8/23㈬
8/30㈬

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?

師／㈱華屋衣裳店 専務取締役 久保田 千恵美氏
8/10㈭ 第714回MS 講
テーマ／会長させて頂いた3年間に感謝

8/23㈬

講 師／㈱華屋衣裳店 専務取締役 久保田 千恵美氏
第283回MS
テーマ／会長させて頂いた３年間に感謝

第1位

師／社会福祉法人山路白鳩福祉会 所長 橋田 一美氏
8/ 9㈬ 第603回MS 講
テーマ／人を信じ、人を生かす、リーダーをめざして

講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 藤本 定明氏
第604回MS
テーマ／白いカラスと隣の女房

講 師／㈱寿住宅 代表取締役社長 壽野 春幸氏
第282回MS テーマ／本当に、ありがとう

師／㈲あいらんど 社長 松尾
8/25㈮ 第143回MS 講
テーマ／執行猶予で倫理に再会

金曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

師／ＮＰＯ法人 レジェンド松山 理事長
8/18㈮ 第739回MS 講
テーマ／あかるく・すなおに・ひたむきに

本日のモーニングセミナーはお休みします。

師／㈲ノリテック
8/18㈮ 第142回MS 講
テーマ／成功の秘訣

講 師／（医）駅前歯科医院 院長 能智 星悟氏
8/30㈬ 第877回MS テーマ／会長として何を学び得たか！総決算ライブ♪

松山にぎたつ倫理法人会

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

講 師／㈲アド・ミカミ 代表取締役 三上 忠男氏
第280回MS
テーマ／家族の絆が商売繁盛
講 師／（一社）倫理研究所
第281回MS
法人局 中国・四国方面長 松本 真志氏
テーマ／朝起きの極意

8/11㈮㊗

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／㈱寿住宅 代表取締役社長
8/23㈬ 第876回MS テーマ／会長職はすばらしい

宇和島市倫理法人会

テーマ／一年間を振り返って

松山伊予倫理法人会

お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

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㈬
講 師／㈲アドキー 代表取締役 岸本 徳隆氏
8/23㈬ 第297回MS テーマ／おかげさまで、いまの自分
本日のモーニングセミナーはお休みします。
8/30㈬

今治市倫理法人会
水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
講 師／法人保険研究所 代表 永易 修治氏
8/ 2㈬ 第602回MS テーマ／相続診断士が語る『相続の現状セミナー』
8/16㈬

8/ 4㈮

金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

第383回MS 講 師／ブリッジコンサルティング㈱
代表取締役 一橋 克也氏
テーマ／今、想うこと

8/11㈮㊗

8/ 4㈮ 第738回MS 講

講 師／医療法人福寿会
宇都宮病院 副院長 大田 康詞氏
テーマ／人生はいつでも今がいちばん

東温倫理法人会

優氏

水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山
講 師／NPO法人 国際地雷処理・地域復興支援の会
理事長 高山 良二氏
テーマ／平和の種になりたい〜カンボジア地雷原の村での挑戦〜

第581回MS 講 師／㈱明屋書店 代表取締役 小島 俊一氏
テーマ／明屋書店が大切にしている三つのこと

お盆の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
第582回MS

講 師／㈱まるい 荒井 久満氏
テーマ／良い結果は準備次第

第583回MS

講 師／萬代毅土地家屋調査士事務所 萬代
テーマ／未定

毅氏

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

※都合により予定が変更となる場合があります。

7月31日I 〜 8月 3日L

伊予市倫理法人会

副会長

中城

敏さん

8月 7日I 〜 8月10日L
8月14日I 〜 8月17日L

（一社）倫理研究所 参事
法人アドバイザー

大谷

公夫さん

8月21日I 〜 8月24日L
8月28日I 〜 8月31日L

松山北倫理法人会
愛媛県倫理法人会

会長
相談役

前田陽一郎さん
中村

剛志さん

