愛媛県内 単会別 11月 のスケジュール

NOVEMBER 2016

ひめりんねっと
11月号

平成28年10月21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
祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
11/ 3㈭㊗
講 師／法人保険研究所 塩﨑 純子氏
11/10㈭ 第912回MS テーマ／倫理を学び 明るく さわやかに！
講 師／アイシンテック㈲ 江連 忠明氏
11/17㈭ 第913回MS テーマ／出合いを大切にすれば運命は自ずから開かれる
講 師／㈱ハタダ 代表取締役社長 畑田 康裕氏
11/24㈭ 第914回MS テーマ／ハタダの商品を育てることへの取り組み
17：40〜18：40 新居浜市倫理法人会設立20周年記念式典 記念講演
講 師／（一社）倫理研究所 参与 中西
テーマ／執着からの脱却

浩氏

MS強化月間

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

師／㈲オフィス・マリ
11/ 1㈫ 第757回MS 講
テーマ／よろこんで働く

代表取締役 高木 正江氏

講 師／㈱サンテ 代表取締役 間崎 由美氏
11/ 8㈫ 第758回MS テーマ／倫理指導のススメ
講 師／㈱ヴァンサンカン 代表取締役 石原 美良子氏
11/15㈫ 第759回MS テーマ／〜いつも心に太陽を！〜
講 師／プロヴァイオリニスト
11/22㈫ 第760回MS テーマ／情操教育を高める

11/29㈫

第761回MS

西条市倫理法人会

青柳 妃姫氏

講 師／美容整体 美幸さろん 代表 真鍋 典子氏
テーマ／命の再生、今を感謝してワクワク生きる

金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館

師／㈱スターフーズ 代表取締役
11/ 4㈮ 第671回MS 講
テーマ／私にとって倫理とは
ナイトセミナー
11/10㈭ 18
：30〜19：30

平松 志郎氏

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 芹ケ野 義久氏
テーマ／倫理の実践で自分が変わる
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 芹ケ野 義久氏

11/11㈮ 第672回MS テーマ／人生〜万人幸福の栞に学ぶ〜
11/18㈮
11/25㈮

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
ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 久保山 文生氏
11/ 1㈫ 18：30〜19：30 テーマ／人生待ったなし
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 久保山 文生氏
11/ 2㈬ 第570回MS テーマ／その時その場
師／越智宗㈱ 取締役 越智 宏幸氏
11/ 9㈬ 第571回MS 講
テーマ／学校では教えてくれない縫製業界
講 師／㈲今治ヂーゼル工業 代表取締役 森本 真博氏
11/16㈬ 第572回MS テーマ／朝から元気に！
11/23㈬㊗

11/30㈬

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

講 師／林歯科医院 院長 藤枝
第573回MS テーマ／未定

晃氏

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
講 師／愛媛大学法文学部政治学科 野田 裕久氏
11/ 2㈬ 第577回MS テーマ／『政治学』事始め
講 師／カラーセラピスト 本山 智恵氏
11/ 9㈬ 第578回MS テーマ／古代マヤ文明のマヤ暦から知る愛と感謝の循環
経営者の集い 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 川崎 隆男氏
11/15㈫ 18：30〜19：30 テーマ／倫理指導を受けて
師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 川崎 隆男氏
11/16㈬ 第579回MS 講
テーマ／倫理を学んで良かった事
11/23㈬㊗

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

師／Pullup 代表 きらめきヨガ
11/30㈬ 第580回MS 講
テーマ／脳ポジ成功・成長のサイクル

水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース

林 たかこ氏

東温倫理法人会

金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

師／重松建設㈱ 代表取締役 重松 宗孝氏
11/ 2㈬ 第268回MS 講
テーマ／倫理とカープと社内大工育成

11/ 4㈮

師／永田化学㈲ 代表取締役社長
11/ 9㈬ 第269回MS 講
テーマ／出会いが人生を変える

講 師／岡田印刷㈱
11/11㈮ 第349回MS テーマ／倫理とは

11/16㈬

永田 光春氏

講 師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 宮本 治郎氏
第270回MS
テーマ／報恩感謝の経営

11/23㈬㊗
11/30㈬

祝日の為、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JALシティ松山
講 師／㈱松の花 代表取締役 中西 龍仁氏
11/ 1㈫ 第１273回MS テーマ／結（むすび）
師／㈱ユアーズ・ケア 代表取締役 弓立 公司氏
11/ 8㈫ 第１274回MS 講テーマ／あなたのためにできること…
師／健幸選択研究所 代表 藤浦 正信氏
11/15㈫ 第１275回MS 講テーマ／社内に良好な人間関係を構築し社員のやる気を引き出す秘訣
11/21㈪ 経営者の集い 講 師／㈱FPサポート 代表取締役 飯田 宜章氏
講

師／㈱FPサポート 代表取締役

飯田 宜章氏

11/22㈫ 第１276回MS テーマ／×も見方、角度を少し変えれば＋となる
講 師／アンシャンテ 大原 みゆき氏
11/29㈫ 第１277回MS テーマ／やっぱりすべては必然！
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／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー
11/16㈬ 第841回MS 講
テーマ／足下の実践

大谷 公夫氏

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

講 師／㈱森のともだち農園 代表取締役 森 智子氏
11/30㈬ 第842回MS テーマ／みんなのものになっていく〜農業で町を元気に〜

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

講 師／岡田印刷㈱
11/ 4㈮ 第703回MS テーマ／倫理とは

アドバイザー 岡田 紀夫氏

講 師／㈱ブルースター 営業部長 田中

11/11㈮ 第704回MS テーマ／人生登山

徹氏

11/18㈮ 第705回MS テーマ／喜びのタネをまく人生を！

師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー
11/25㈮ 第706回MS 講
テーマ／運命自招

松山伊予倫理法人会

会場名

経営者の集い 講

砥部倫理法人会
木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館
祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
11/ 3㈭㊗
講 師／コパンＮａｇａｅ 代表 永江 孝子氏
11/10㈭ 第247回MS テーマ／嵐は強い木を作る
経営者の集い 講 師／岡部不動産㈱ 代表取締役 岡部 利行氏
11/16㈬ 18
：30〜19：30 テーマ／人を育てる
代表取締役 岡部 利行氏

講 師／㈱ハヤシ電工 会長 林 薫氏
第249回MS
テーマ／電気工事ひと筋５２年！
すなおな心で歩んだ夫婦の絆

伊予市倫理法人会

金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予

師／ＮＰＯ法人 アジアキッズケア 理事 喜安 勝也氏
11/ 4㈮ 第107回MS 講
テーマ／まごころと笑顔と感謝の連鎖・相乗効果
〜国境や違いを越えて〜

11/11㈮

第108回MS 講 師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 森脇 慎一氏
テーマ／運命自招

講 師／愛媛県立とべ動物園
11/18㈮ 第109回MS テーマ／私の獣医人生

園長 渡邉 清一氏

講 師／㈱スターフーズ 代表取締役 平松 志郎氏

11/25㈮ 第110回MS テーマ／人生６０年を振り向いて

11/23㈬㊗

講 師／東温倫理法人会 専任幹事 大西 千恵春氏
テーマ／３１年目・・・まだまだ進化中

大洲喜多倫理法人会
11/ 4㈮
11/11㈮
11/17㈭

森山 芳太郎氏

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

第816回MS

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

第639回MS 講 師／㈱保険工房プラス 河合 彬正氏
テーマ／〇〇は心の太陽だ！
！〜己の人生を歩むこと〜
第640回MS 講 師／ソニー生命保険㈱ 中野 裕志氏
テーマ／自分を磨き、心の友を作り、皆さんのお役に立つ
経営者の集い
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 城間 幸一氏
18：30〜19：30
テーマ／倫理の学び
にし川

11/18㈮

第641回MS

11/25㈮

第642回MS 講 師／十夜ヶ橋 永徳寺 住職 三好 圓暁氏
テーマ／豊かな心で

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 城間 幸一氏
テーマ／苦難は幸福の門

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／愛媛県立とべ動物園 田村 千明氏
11/ 1㈫ 第503回MS テーマ／動物が教えてくれたこと
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 浦松 傳氏
11/ 7㈪ 経営者の集い
19：00〜
テーマ／夢は叶う、思い強ければ
講
師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 浦松 傳氏
11/ 8㈫ 第504回MS テーマ／すべては感謝する心から
師／㈲絵夢 藤島 寛昌氏
11/15㈫ 第505回MS 講
テーマ／活力朝礼を導入すると倫理が見えてくる！
講 師／えひめコーチングブロッサム 中越 こずえ氏
11/22㈫ 第506回MS テーマ／愛和に繋がるアチーバス
11/29㈫

今月のMS強化月間の単会

師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 森山 芳太郎氏

：30〜19：30
11/15㈫ 18
宇和島リージェントホテル テーマ／波乱万丈界から極楽界を目指す
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー
11/16㈬ 第815回MS テーマ／足下の実践

本日のモーニングセミナーはお休みします。

東予地区見学交流モーニングセミナーのご案内

四国中央市
倫理法人会

松山市
倫理法人会

宇和島市
倫理法人会

ホテルグランフォーレ
6:30〜7：30

ホテルJALシティ松山
6:30〜7：30

宇和島第一ホテル
6:30〜7：30

● 地区を越えて交流を深めてください。●

11/22㈫
6：30〜

四国中央市倫理法人会 〈第760回MS〉
場所／ホテルグランフォーレ

講 師／プロヴァイオリニスト 青柳 妃姫氏
テーマ／情操教育を高める

森脇 慎一氏

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

毎週月曜日〜金曜日 お昼 11：50〜11：55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?

木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

11/10㈭

講 師／アシスト・クルー㈱ 相談役 長嶋
第679回MS テーマ／隨縁（縁に従う）

11/17㈭

第680回MS

徹氏

講 師／学校法人慶応学園
慶応幼稚園 園長 二宮 一朗氏
テーマ／幼稚園経営を通して
講 師／㈱松山三越 代表取締役社長 永木 昭彦氏

11/24㈭ 第681回MS テーマ／未定

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／㈱スカイネットシステム 代表取締役 中岡 富茂氏
11/ 2㈬ 第545回MS テーマ／倫理を勉強すると儲かりますか？
講 師／（一社）倫理研究所 法人局 中国・四国方面長 那須 隆氏
11/ 9㈬ 第546回MS テーマ／すべてに意味がある〜学ぶと同時に実験する幸福の法則〜
師／日新産業㈱ 営業部長 木下 勝敏氏
11/16㈬ 第547回MS 講
テーマ／今思うこと
11/29㈫
11/30㈬

11/25㈮

講 師／愛媛大学医学部付属病院 川崎 由理氏
第351回MS テーマ／私が考える健康

11/24㈭

師／元プロ野球選手 松中 信彦氏
11/ 2㈬ 第839回MS 講
テーマ／１９年間の野球人生、そしてこれからの人生へ！
講 師／Ｖｉ
ｎａｅ
ｌ
ｌ
ａ（ヴィナエラ） ディアス 由紀子氏
11/ 9㈬ 第840回MS テーマ／おもてなしの一本のワインの選び方

11/23㈬㊗

11/18㈮

講 師／㈲木下工業 代表取締役 木下 勝彰氏
第350回MS
テーマ／朝のみそ汁作り

講 師／岡部不動産㈱
11/17㈭ 第248回MS テーマ／親の恩

愛媛県社会福祉会館 第二会議室18：30〜19：30 テーマ／死ぬ事以外は掠り傷

11/ 3㈭㊗

アドバイザー 岡田 紀夫氏

宇和島市倫理法人会
水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル
講 師／岡山市倫理法人会 会長 高橋 啓一氏
11/ 2㈬ 第813回MS テーマ／未定
講 師／大同生命保険㈱四国支社松山営業所 阿部 優子氏
11/ 9㈬ 第814回MS テーマ／未定

11/30㈬

MS強化月間

11/23㈬㊗

講 師／㈱松の花 代表取締役 中西 龍仁氏
第348回MS
テーマ／結（むすび）

本日のモーニングセミナーはお休みします。

講 師／ダスキンあたッく 代表 熊野 輝彦氏

講 師／㈱松の花 代表取締役 中西 龍仁氏
第673回MS テーマ／結（むすび）
奉仕作業

西条西倫理法人会

MS強化月間

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

経営者の集い 講 師／㈱ツツミ技研 代表取締役会長 堤 滉次郎氏
18：30〜19：30 テーマ／学んだことは即実行
講 師／㈱ツツミ技研 代表取締役会長 堤 滉次郎氏
第548回MS
テーマ／自分を磨く道場へようこそ

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。

11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31日I 〜 11月 3日L

松山北倫理法人会

会長

前田陽一郎さん

11月 7日I 〜 11月10日L
11月14日I 〜 11月17日L

坊っちゃん劇場

社長

越智

陽一さん

（医）駅前歯科医院

院長

能智

星悟さん

砥部病院

院長

中城

敏さん

㈲坪井インテリアサービス 社長

坪井

利勝さん

11月21日I 〜 11月24日L
11月28日I 〜 12月 1日L

