愛媛県内 単会別 10月 のスケジュール
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ひめりんねっと
10月号

平成30年9月21日現在

H IME R IN N ET

愛媛県倫理法人会

10/18㈭
10/25㈭

講 師／㈱Ｆｕｔｕｒｅ Ｓｅ
ｌ
ｅｃｔ
10/10㈬ 第338回MS テーマ／未定

10/17㈬

織田 直美氏

地方祭の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
講 師／（一社）倫理研究所 名誉研究員 戸田 徹男氏

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
講 師／メルファー ふたがみ 二神 明宏・恵氏
10/ 4㈭ 第１004回MS テーマ／新居浜で生きる

10/11㈭

10/ 3㈬

水曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会議所東予支所

講 師／オフィスtef2 代表 さくら あくり氏
第337回MS
テーマ／逆算思考と引き寄せの法則

10/24㈬ 第339回MS テーマ／性は生きる力

お問い合わせは 事務局まで TEL ０８９-９８７-７０２５

第１005回MS 講 師／中宏文建築設計事務所 中
テーマ／薫習（くんじゅう）

西条西倫理法人会

10/31㈬

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
10/ 1㈪

10/ 8㈪㊗

宏文氏

10/15㈪

地方祭の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

10/22㈪

講 師／愛媛県議会議員 黒川 洋介氏
第１006回MS
テーマ／一度しかない人生 どう生きるか！

10/29㈪

月曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

講 師／赤瀬 昭紀氏
第11回MS
テーマ／倫理と出会って
祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

第12回MS 講 師／金平不動産 金平 優子氏
テーマ／目標達成！振り返れば倫理

地方祭の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
講 師／㈱防災アシスト企画 石川久則氏
第13回MS テーマ／倫理と出会って

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／大光チップ作業㈱ 会長 日野 和男氏
10/ 2㈫ 第853回MS テーマ／会長２年目：
『 反省と取組 』

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／マエダ商事㈱ 代表取締役 前田 陽一郎氏
10/ 2㈫ 第１366回MS テーマ／倫理との出逢い

師／エー・エス・ジー㈱ 取締役専務
10/ 9㈫ 第854回MS 講
テーマ／己を尊び人に及ぼす

講 師／岡田印刷㈱ アドバイザー（元会長） 岡田 紀夫氏
10/ 9㈫ 第１367回MS テーマ／全国をまわって

師／カナエ紙工㈱ 代表取締役会長
10/16㈫ 第855回MS 講
テーマ／創業５０年で学んだこと！
講 師／（一社）倫理研究所
10/23㈫ 第856回MS テーマ／年齢のかぞえ方

三木 宏忠氏

名誉研究員 中西

講 師／四国中央市副市長
10/30㈫ 第857回MS テーマ／未定

西条市倫理法人会

遠藤 和繁氏

浩氏

坂上 秀樹氏

金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館

10/12㈮

講 師／オフィスtef2 代表 さくら あくり氏
第754回MS
テーマ／逆算思考と引き寄せの法則

10/19㈮

講 師／西条市役所経営戦略部シティプロモーション推進係
第755回MS
広報専門員 日野 藍氏
テーマ／未定

忠氏

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
水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
講 師／（一社）倫理研究所 中・四国副方面長 泉 憲治氏
10/ 3㈬ 第652回MS テーマ／小我を捨て、大我に生きる
講 師／㈱母恵夢本舗 岡田 弥栄氏

10/24㈬ 第655回MS
10/31㈬

奉仕作業

田中 良明氏

講 師／ジブラルタ生命保険㈱宇和島営業所
営業次長 田中 繁幸氏
テーマ／人の繋がりで活かされている自分！
場 所／今治市駅前
時 間／6：30〜7：00

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
10/ 3㈬

水曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

講 師／ＯＲＯ
（オーロ）
ウォーキングスタジオ
第929回MS
代表 犬飼 奈穂氏
テーマ／一歩の積み重ねが未来をつくる

師／坂の上の雲ミュージアム 館長 松本 啓治氏
10/10㈬ 第930回MS 講
テーマ／明治青年 秋山真之
10/17㈬ 本日のＭＳはお休みします。普段行けない、松山北のＭＳにご参加ください！！
講 師／（一社）倫理研究所法人局 法人ＳＶ 福井 龍介氏
10/24㈬ 第931回MS テーマ／答えはいつも外にある〜out of the box〜

10/31㈬

10/10㈬ 第653回MS テーマ／未定
講 師／呉服すがたや㈱ 丁稚
10/17㈬ 第654回MS テーマ／呉服屋になる為に

昇氏

師／㈱グッドコミュニケーション
代表取締役 中田 康晴氏
テーマ／100歳の人生計画

10/30㈫

10/ 5㈮

奉仕作業

新庄

10/23㈫ 第１369回MS 講

講 師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー 松本
第753回MS
テーマ／徳を積み信を得れば運は開ける

10/26㈮

師／㈱トップ 代表取締役会長
10/16㈫ 第１368回MS 講
テーマ／身の丈を超える！

第932回MS

講 師／MONOGRA 代表取締役 中村 太一氏
テーマ／必要とされるユニフォーム作り

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
師／㈱パソナ 支店長 宇都宮 直樹氏
10/ 5㈮ 第792回MS 講
テーマ／知行合一
講 師／（一社）日本ＤＦＷＡＬＫ協会 菊地 紀衣氏

10/12㈮ 第793回MS テーマ／忙しい経営者のための上質なウォーキング
〜昼は仕事、夜はお付き合い…
それでもメタボは防げます〜

講 師／㈱大一合板商事 大久保 仁志氏
10/19㈮ 第794回MS テーマ／100年続く会社になるために
講 師／㈱トーケン 取締役会長 浅井 美行氏

10/26㈮ 第795回MS テーマ／純粋倫理の学びと実践

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 松山伊予倫理法人会
木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル
経営者セミナー 講 師／㈱アップラジング 斎藤 幸一氏
講 師／㈲和泉パールハイツ 山田 全隼氏
10/ 2㈫ 18：30〜19：30 テーマ／ホワイト企業大賞
10/ 4㈭ 第769回MS テーマ／未定
講 師／㈱アップラジング 斎藤 幸一氏
10/ 3㈬ 第668回MS テーマ／ハングリー精神からの利他の精神へ
講 師／愛媛大学医学部付属病院 川崎 由理氏
10/11㈭ 第770回MS テーマ／未定
講 師／五城フードサービス 大野 貴広氏
10/10㈬ 第669回MS テーマ／歩のない将棋は負け将棋
特別ナイトセミナー 講 師／㈱土屋ホールディングス 創業者会長 土屋 公三氏
：30〜19：30
10/17㈬ 18
地方祭の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
10/17㈬
東京第一ホテル テーマ／社員教育と倫理
講 師／広島県倫理法人会
師／㈱土屋ホールディングス 創業者会長 土屋 公三氏
10/24㈬ 第670回MS
法人スーパーバイザー 松森 悦子氏
10/18㈭ 第771回MS 講
テーマ／運命自招
10/31㈬

テーマ／全ては決断から
講 師／阿波古事記研究所
第671回MS
テーマ／未定

三村 隆範氏

講 師／Atelier.Fleur Rose
10/25㈭ 第772回MS テーマ／お花のある暮らし

代表 細木 敏子氏

宇和島市倫理法人会
松山北倫理法人会
水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル
水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山
講 師／㈱愛媛地域総合研究所 代表取締役 村田 武氏
10/ 3㈬ 本日のＭＳはお休みします。普段行けない、松山市中央のＭＳにご参加ください！！ 10/ 3㈬ 第900回MS テーマ／新しい基幹産業を生み出そう
講 師／寺坂水産 寺坂 倖士朗氏
講 師／濱田 斉子氏
10/10㈬ 第901回MS テーマ／右か、
10/10㈬ 第636回MS テーマ／未定
左か、前か、後か、その先は
ナイトセミナー 講 師／㈱土屋ホールディングス 土屋 公三氏
講 師／愛友サポート㈱ 代表取締役 市川 和宏氏
18
：
30〜19
：
30
第637回MS
10/16㈫
10/17㈬
テーマ／私が倫理で影響を受けたこと
宇和島リージェントホテル テーマ／経営計画と倫理
師／㈱土屋ホールディングス 土屋 公三氏
講 師／社会保険労務士法人あいパートナーズ
10/17㈬ 第902回MS 講
10/24㈬ 第638回MS
テーマ／苦難福門
代表社員 岩本 浩一氏
師／未定
テーマ／未定
10/24㈬ 第903回MS 講
テーマ／未定
講 師／菅歯科医院 院長 菅 泰晴氏
10/31㈬ 第639回MS テーマ／日本における松山の役割
本日のモーニングセミナーはお休みします。
10/31㈬
東温倫理法人会
土曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽
講
師／杉本メガネ
代表 杉本 光年氏
10/ 6㈯ 第435回MS テーマ／倫理塾生になったからこそ得られたもの

大洲喜多倫理法人会
水曜日 ６：００〜７：００
講
師／ＯＳビデオ企画
10/ 3㈬ 第728回MS テーマ／洪水ＤＶＤ上映 大木 繁雄氏

10/13㈯ 第436回MS

10/10㈬

講 師／(一社)メディポリス医学研究所 オフィス松山
事業推進部 部長補佐 木塲 積穂氏
テーマ／切らないがん治療（陽子線治療）とは

講 師／(一社)倫理研究所
10/20㈯ 第437回MS テーマ／朝起きの極意

中・四国方面長 松本 真志氏

講 師／ドロガメンバーズ協賛 本部 代表 森

10/27㈯ 第438回MS テーマ／共に栄えるご縁
砥部倫理法人会
10/ 4㈭ 第332回MS 講

美鶴氏

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

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

実氏

講 師／三虎食糧 代表 兵頭 栄介氏
10/11㈭ 第333回MS テーマ／出会いが人生を根っこから変える
師／徳島眉山木鶏クラブ 代表世話人
10/18㈭ 第334回MS 講
テーマ／縁から絆へ（致知と純粋倫理）
講 師／(一社)倫理研究所
10/25㈭ 第335回MS テーマ／性は生きる力

伊予市倫理法人会
10/ 5㈮ 第192回MS 講
10/12㈮

黒瀬 英作氏

名誉研究員 戸田 徹男氏

金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予

肱川大洪水 その時、若宮にはなにが・・・
講 師／ライフキネティックトレーナー 浜口 祥次氏
第729回MS
テーマ／未定
講 師／(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー 新庄 昇氏
第730回MS テーマ／身の丈を超える！

10/17㈬
講 師／㈲シーサイド 藤浦 正信氏
10/24㈬ 第731回MS テーマ／選択理論で組織が変わる
講 師／オフィスtef2 さくら あくり氏
10/31㈬ 第732回MS テーマ／逆算思考と引き寄せの法則2
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

10/ 2㈫

本日のモーニングセミナーはお休みします。

講 師／㈱キクノ 取締役 得能 剛氏
10/ 9㈫ 第594回MS テーマ／発祥の地
八幡浜から
特別ナイトセミナー 講 師／㈱土屋ホールディングス 創業会長
10/15㈪ 19：00〜 テーマ／使命感経営と倫理
師／㈱土屋ホールディングス 創業会長
10/16㈫ 第595回MS 講
テーマ／日々好日
営業部
10/23㈫ 第596回MS 講 師／四国電力㈱愛媛支店
八幡浜営業所長 三好 浩司氏

10/30㈫

師／サイボウズ㈱
ローカルブランディング部 部長 久保 正明氏
テーマ／サイボウズ流 働き方改革 その１
講 師／サイボウズ㈱
第193回MS
ローカルブランディング部 部長 久保 正明氏
テーマ／サイボウズ流 働き方改革 その２

テーマ／未定
第597回MS 講 師／(一社)倫理研究所
テーマ／花一輪

師／サイボウズ㈱
ローカルブランディング部 部長 久保 正明氏
テーマ／サイボウズ松山オフィス ブランディングの取り組み

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

理事

土屋 公三氏
土屋 公三氏

藤麻 一三氏

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！

講 師／サイボウズ㈱ 松山営業所 所長 三浦 秀寛氏
10/19㈮ 第194回MS テーマ／サイボウズ
kintoneを使った業務改革

10/26㈮ 第195回MS 講

愛媛舗道会館

http://www.rnb.co.jp/radio/plusone/
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。

10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。

10月 1日I 〜 10月 4日L

月心グループ

大政

裕志さん

10月 8日I 〜 10月11日L
10月15日I 〜 10月18日L

㈱ヤツヅカ 代表取締役

八束

和志さん

シンガーソングライター

コトノさん

10月22日I 〜 10月25日L
10月29日I 〜 11月 1日L

シンガーソングライターコトノ
ひがし野グループ

代表

田中

修司さん

今井

典子さん

