愛媛県内 単会別 9月 のスケジュール

SEPTEMBER 2018

ひめりんねっと
9月号

平成30年8月24日現在

H IME R IN N ET

愛媛県倫理法人会

9/27㈭

グループ代表 藤田 織女氏
テーマ／世界を見据えたダイバーシティマネージメント
〜Challenge Change Choice〜
講 師／大橋胃腸肛門科外科医院 院長 大橋 勝英氏
第１001回MS
テーマ／新会長の所信と倫理雑感
講
師／（一社）倫理研究所 中国・四国副方面長 泉 憲治氏
第１002回MS
テーマ／小我を捨て大我に生きる
第１003回MS 講 師／㈲ ライフケア 中沢 幸子氏
テーマ／介護の現場から

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

重松 宗孝氏

金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館

講 師／㈱グラッツェふじ 代表取締役社長 藤田 修生氏
第750回MS
テーマ／人生66年 結婚式場経営

師／プロビーチサッカー選手
9/14㈮ 第751回MS 講
テーマ／未定

一志昇 龍輝氏

講 師／ネクストコモンズラボ 安形
第752回MS
テーマ／未定

真氏

場 所／トリム公園側河川敷
時 間／6：30〜7：00

今治市倫理法人会
9/ 5㈬ 第649回MS 講

水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル

師／煎茶道・華道 光輝流
二世家元 佐々木雲柳庵竹山氏
テーマ／急須で淹れる煎茶（玉露を淹れる実習）

講 師／仙味エキス㈱ 代表取締役社長 筬島 克裕氏
第650回MS テーマ／反始慎終〜父が亡くなって思うこと〜
講 師／愛媛新聞社 記者 山岡 雄大氏

9/19㈬ 第651回MS テーマ／記者について
9/26㈬

奉仕作業

場 所／今治市駅前
時 間／6：30〜7：00

新居浜別子倫理法人会

9/12㈬ 第633回MS テーマ／愛媛の食について

9/12㈬

9/19㈬

師／宇和島市倫理法人会 新三役
宮本篤会長・山下貴大専任幹事・武田憲成事務長
テーマ／新年度を迎えて
第897回MS 講 師／愛媛物産㈱ 代表取締役 長井 雅開氏
テーマ／人口減少時代 外国人と共存共栄

9/19㈬

第898回MS

講 師／㈲ジェイオフィス 取締役 越智 淳一氏
第634回MS
テーマ／倫理と死生観
松本

忠氏

水曜日 ６：００〜７：００ ウェディングパレスふじ

9/ 5㈬

講 師／マユミデザインオフィス 明賀 真弓氏
第664回MS
テーマ／人生のタイトルはなににする？
ミライを先取りデザインする

9/12㈬

講 師／杉本メガネ 代表 杉本 昌弘氏
第665回MS
テーマ／壮絶な人生 明るく語る
あの時倫理をまなんでいたら！

師／㈱イシカワ 岡野 尚美氏
9/19㈬ 第666回MS 講
テーマ／役を知り 役に徹して 役を越えず
師／㈱三貴商事 代表取締役 西内 三悟氏
9/26㈬ 第667回MS 講
テーマ／これからのブライダル産業について

9/25㈫
9/26㈬

四国中央市宇摩倫理法人会
9/ 3㈪

月曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

講 師／㈱ザメディアジョン 代表 山近 義幸氏
第9回MS
テーマ／知覧から学ぶ新卒採用と人間力教育

講 師／㈱建商 代表取締役
9/10㈪ 第10回MS テーマ／倫理経営の根っ子

西森 義信氏

9/17㈪㊗

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

9/24㈪㊗

祝日
（振替休日）の為、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

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルマイステイズ松山

中西 龍仁氏

西条市倫理法人会

宇和島市倫理法人会
9/ 5㈬ 第896回MS 講

師／㈱松本コンサルタント 代表取締役会長
9/26㈬ 第635回MS 講
テーマ／トップの自覚〜日々新たなる努力を〜

本日のモーニングセミナーはお休みします。

師／㈱松の花 代表取締役
9/11㈫ 第１363回MS 講
テーマ／それって何のために？

師／㈱ビットコミュニケーションズ
取締役営業本部長 内海 信一氏
テーマ／人との出会いが人生を変える

9/12㈬

9/26㈬

講 師／デイケアセンターさくら荘 所長代理 鎌田 真悠子氏

9/25㈫ 第852回MS 講

9/28㈮

講 師／未定
第336回MS
テーマ／未定

赤瀬 昭紀氏

師／重松建設㈱ 代表取締役
9/18㈫ 第851回MS 講
テーマ／倫理の教えで事業継承

奉仕作業

9/19㈬

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／三虎食糧 代表取締役 兵頭 栄介氏
9/ 5㈬ 第632回MS テーマ／出会いが人生を根っこから変える
講 師／㈱ぐるなび 愛媛営業所 所長 望月 陽一郎氏

講 師／beauty&health Sora
9/ 4㈫ 第１362回MS テーマ／倫理と出会って

9/11㈫ 第850回MS テーマ／はい、喜んでを実践して！

9/21㈮

師／未定
9/12㈬ 第335回MS 講
テーマ／未定

講 師／南流勢運輸㈱ 代表取締役会長 矢野 隆志氏

9/ 4㈫ 第849回MS テーマ／人生の勝率５０勝５０負（個人の思い）

9/ 7㈮

9/ 5㈬

水曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会議所東予支所

第334回MS 講 師／共栄プロパンガス㈱ 代表取締役 斎藤 和久氏
テーマ／未定

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
9/ 6㈭ 第1000回記念モーニングセミナー
講 師／フジタグループ藤田商事㈱
9/13㈭
9/20㈭

西条西倫理法人会

師／フォレストガーデン㈱
9/18㈫ 第１364回MS 講
テーマ／善哉

9/25㈫

講 師／松山酸素㈱ 専務取締役 大槻 映幸氏
第１365回MS
テーマ／空気から作ります

松山市中央倫理法人会
9/ 5㈬

代表取締役 越智 寿雄氏

東温倫理法人会
土曜日 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。
9/ 1㈯
講 師／㈲ジェイオフィス 取締役 越智 淳一氏
9/ 8㈯ 第431回MS テーマ／倫理と死生観
講 師／㈱レスパスコーポレーション
9/15㈯ 第432回MS
代表取締役 越智 陽一氏
9/22㈯
9/29㈯

テーマ／テーマは当日のお楽しみ！
第433回MS 講 師／藤井㈱ 代表取締役 山川 浩一郎氏
テーマ／酒屋流酒の飲み方
講 師／社会保険労務士法人あいパートナーズ
第434回MS
代表社員 岩本 浩一氏
テーマ／採用に成功する会社 失敗する会社

テーマ／経営戦略としてワ−クライフバランスが必要な理由
第330回MS 講 師／㈱オートサービス砥部
代表取締役社長 上山 哲也氏
テーマ／５４年間人生振り返って！
裏テーマとして好きこそ物の上手なれ

9/27㈭ 第331回MS

水曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

第925回MS 講 師／愛友サポート㈱ 代表取締役 市川 和宏氏
テーマ／思いを伝えること〜目指す姿の実現に向けて

伊予市倫理法人会
9/ 7㈮

講

師／シンガーソングライター・コトノ
代表取締役 田中 修司氏
テーマ／夢かぎりなく ― 敏腕マネージャーへの道 ―

金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予

講 師／㈲オフィス・マリ 代表取締役 高木 正江氏
第188回MS
テーマ／成功の法則

師／彩美画廊 専務取締役 大北 良彦氏
9/12㈬ 第926回MS 講
テーマ／わかると楽しいアートの世界

講 師／学習塾 f a t a l i t a 塾長 末田 健人氏
9/14㈮ 第189回MS テーマ／これからの時代を生きるための学び方

9/19㈬

講 師／㈱サロン・ド・ユー 取締役 熊谷 京子氏
第927回MS
テーマ／倫理を学んで気づいたこと

9/21㈮

9/26㈬

講 師／㈱繭 代表取締役 仲田 英里氏
第928回MS
テーマ／三年間の倫理

講 師／㈲常松建設 代表取締役
9/28㈮ 第191回MS テーマ／万人幸福の栞
第十二条

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
えひめ心のつばさ
9/ 7㈮ 第788回MS 講 師／特定非営利活動法人
副理事長 森山 希氏
テーマ／どの子にも輝く未来がある

9/14㈮

講 師／ゆめのたね放送局 共同代表 岡田 尚起氏
第789回MS テーマ／ＳＮＳを越える第４の居場所
講 師／ＡＹ貸ふとん店 代表 八束 彰彦氏

9/21㈮ 第790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！

9/28㈮

講 師／ＩＭソリューションズ㈱ 代表取締役 岡本
第791回MS
テーマ／あきらめないこと

松山伊予倫理法人会
9/ 6㈭

陽氏

木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

講 師／(一社)倫理研究所 中国・四国方面長 松本 真志氏
第765回MS
テーマ／朝起きの極意

講 師／㈲上田電子開発 代表取締役
9/13㈭ 第766回MS テーマ／お役を引き継いで

上田

修氏

師／㈱ニシヒラ住宅 代表取締役 西平 孝志氏
9/20㈭ 第767回MS 講
テーマ／仕事を通して（不動産の落とし穴）
師／㈱三和医科器械 代表取締役
9/27㈭ 第768回MS 講
テーマ／倫理の学びと仕事観

西岡 浩平氏

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

ナイトセミナー 講 師／宇部市倫理法人会 会長 松永 秀夫氏

18：30〜19：30
宇和島リージェントホテル テーマ／未定

講 師／宇部市倫理法人会 会長 松永 秀夫氏
第899回MS テーマ／未定

講 師／西滝寺 住職 福村 俊弘氏

9/12㈬ 第725回MS テーマ／脚下照顧

講 師／オフィスtef2 代表 さくら あくり氏

9/19㈬ 第726回MS テーマ／逆算思考と引き寄せの法則

相原 亜希子氏

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／㈱イトー 伊藤 篤司氏
9/ 4㈫ 第591回MS 講
テーマ／南予に暮らす
9/11㈫ 第592回MS 講

師／八幡浜市総務部総務課
危機管理・原子力対策室室長 梶本 教仁氏
テーマ／平成30年7月豪雨での八幡浜市内の被害状況について

師／未定
9/18㈫ 第593回MS 講
テーマ／未定
師／未定
9/25㈫ 第594回MS 講
テーマ／未定

9/5㈬
松山全日空
ホテル

栄氏

司会は戒田節子アナウンサー

憲治氏

大洲喜多倫理法人会
水曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館
講
師／菊地会長および大洲喜多倫理法人会会員
9/ 5㈬ 第724回MS テーマ／新年度スタートにあたって

講 師／中郷農園 百姓 井門 裕彦氏
第190回MS
テーマ／万人幸福の栞 十七箇条揮毫
常松

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

師／今治市倫理法人会
9/26㈬ 第727回MS 講
テーマ／豊かな人生とは？

砥部倫理法人会
木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館
講 師／(一社)倫理研究所 理事 東納 英一氏
9/ 6㈭ 第328回MS テーマ／心境向上
・ライフバランス認定
9/13㈭ 第329回MS 講 師／㈱ワーク
ワーク・ライフバランスコンサルタント 壽野 章子氏
9/20㈭

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

平成31年度
愛媛県倫理法人会 START
16：30〜17：30

会員総会

18：00〜19：30

辞令交付式

19：45〜21：30

懇

親

会

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。

9月の放送スケジュール
9月 3日I 〜 9月 6日L

※都合により予定が変更となる場合があります。

㈱かがやき総合保険企画

代表取締役

中泉

輝彦さん

石原美良子さん

9月10日I 〜 9月13日L
9月17日I 〜 9月20日L

㈱山下石材

代表取締役

山下

武久さん

9月24日I 〜 9月27日L

㈱ザ・ワークス

代表取締役

井上

隆寿さん

㈱ヴァンサンカン 社長

