愛媛県内 単会別 11月 のスケジュール

NOVEMBER 2018

ひめりんねっと
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平成30年10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

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／Beauty＆health sora 赤瀬 昭紀氏
11/ 1㈭ 第１007回MS テーマ／倫理と出会って
講 師／仙味エキス㈱ 筬島 克裕氏
11/ 8㈭ 第１008回MS テーマ／反始槙終〜父が亡くなって思うこと〜
ナイトセミナー 講 師／高知県倫理法人会 監査 手島 修氏
11/14㈬ 18
：30〜19：30 テーマ／倫理は楽しい！
講 師／高知県倫理法人会 監査 手島 修氏
第１009回MS
11/15㈭
テーマ／倫理は楽しい PartⅡ
講 師／新居浜ローズ 福山 智子氏
11/22㈭ 第１010回MS テーマ／寄り添う気持ちが育むもの
11/29㈭

〜発達障害（グレーゾーン）の子供の成長を通して〜
本日のモーニングセミナーはお休みします。

西条西倫理法人会
11/ 7㈬

水曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会議所東予支所

講 師／西条西警察署 署長 菊澤 善尚氏
第340回MS
テーマ／身近に忍び寄る犯罪への対応

師／㈲上田電子開発
11/14㈬ 第341回MS 講
テーマ／未定

上田

修氏

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 磯村 安倫氏

ナイトセミナー
11/20㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／未来を託された大切な私

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー
11/21㈬ 第342回MS テーマ／後継者倫理塾という夢の玉手箱

11/28㈬

磯村 安倫氏

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 月曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ
経営者の集い 講 師／㈱中虎 中川 武雄氏
11/ 4㈰ 17
：30〜18：30 テーマ／倫理との出合いと学び

東温倫理法人会
11/ 3㈯㊗

11/ 5㈪

第14回MS

経営者の集い 講 師／アイズ情報㈲
11/ 9㈮ 18
：30〜19：30 テーマ／出逢いに感謝

代表取締役 橋本 隆子氏

11/12㈪

第15回MS 講 師／㈱繭 仲田 英里氏
テーマ／出会いと別れ

師／アイズ情報㈲
11/10㈯ 第439回MS 講
テーマ／次に繋げる

代表取締役 橋本 隆子氏

11/19㈪

第16回MS

11/26㈪

講 師／西条西倫理法人会 山本 ちさと氏
第17回MS テーマ／日本の伝統の文化 茶道へのいざない

講 師／㈱中虎 中川 武雄氏
テーマ／倫理で学んだこと

講 師／㈲ノリテック 今井 典子氏
テーマ／人生は拓くもの やればできる

師／四国中央市倫理法人会
11/13㈫ 第859回MS 講
テーマ／覚悟のススメ

：30〜19：30
11/12㈪ 18
テーマ／倫理で納得、夫婦愛和
社会福祉会館

講 師／アイ・クリエーション
11/27㈫ 第861回MS テーマ／心を掴む第一印象

経営者の集い 講 師／旭洋鉄工㈱ 代表取締役 中野 義弘氏

講 師／旭洋鉄工㈱ 代表取締役 中野 義弘氏

11/13㈫ 第１371回MS テーマ／町工場の新しい挑戦

古東 圭介氏

11/20㈫ 第１372回MS テーマ／口腹別子の人生苦節70年
講 師／㈱スカイネットシステム 代表取締役
11/27㈫ 第１373回MS テーマ／倫理を勉強すると儲かりますか

講 師／㈱中央電気保安協会 取締役会長 神野 真弓氏

井上 しのぶ氏

中岡 富茂氏

松山市中央倫理法人会 水曜日 ６：３０〜７：３０ ANAクラウンプラザホテル松山
西条市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
ゆるぎ荘
講 師／cafebar Senho オーナーママ 相原 亜希子氏
11/ 7㈬ 第933回MS 講 師／（医）愛寿会 老人保健施設
11/ 2㈮ 第756回MS テーマ／豊かな人生とは？
事務長 嶋津 哲氏
テーマ／人生の楽園、私の終活
ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 垣内 紘一氏
経営者の集い 講 師／東新電機㈱代表取締役 東 秀憲氏
11/ 8㈭ 18
：30〜19：30 テーマ／負債50億円からの再起
11/13㈫ 18：30〜19：30 テーマ／激戦の電気業界をどう勝ち残る！
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 垣内 紘一氏
いよてつ会館
11/ 9㈮ 第757回MS テーマ／全てはエネルギーの流れで見る
講 師／東新電機㈱代表取締役 東 秀憲氏
第934回MS
11/14㈬
テーマ／出会いは人生観を変える！先は長いぞ駅伝人生…
講 師／西条市役所 市民環境部 部長 東元 道明氏
第758回MS
11/16㈮
テーマ／西条市の地下水の保全について
講 師／日本銀行 松山支店 支店長 堂野 敦司氏
11/21㈬ 第935回MS テーマ／最近の金融経済情勢
祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
11/23㈮㊗
11/30㈮

11/28㈬

講 師／㈱クイーク 代表取締役 三谷 昌平氏
第759回MS
テーマ／未定

第936回MS

講 師／㈱ＢＲＩＮＧ ＵＰ 代表取締役 永井 宏史氏
テーマ／倫理の実践の難しさ

今治市倫理法人会
松山にぎたつ倫理法人会 金曜日 ６：３０〜７：３０ ANAクラウンプラザホテル松山
水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
講 師／四国ジビエ㈱ 代表取締役 奥山 忠政氏
師／㈱アート不動産 代表取締役 吉田 宏氏
11/ 7㈬ 第656回MS テーマ／『日本ジビエ』の創出
11/ 2㈮ 第796回MS 講
テーマ／ご縁
ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 山田 芳正氏
講 師／ＡＨＡＨＡ ＰＨＯＴＯ ＳＴＵＤＩＯ 代表 南林 良氏
11/13㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／気付いた時が出発点
11/ 9㈮ 第797回MS テーマ／自分を見つめ直して
師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 山田 芳正氏
師／（一社）倫理研究所 中国・四国方面長 松本 真志氏
11/14㈬ 第657回MS 講
テーマ／倫理実践（商売繁盛）
11/16㈮ 第798回MS 講
テーマ／明日へのイメージ
講 師／English House
11/21㈬ 第658回MS
外国人講師リーダ ウルリケ・メアカ氏
祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
11/23㈮㊗
テーマ／My life in Japan
講 師／ソニー生命保険㈱ ライフプランナー
11/28㈬ 第659回MS テーマ／34年間を振り返って

日淺

衛氏

講 師／藤井㈱ 代表取締役 山川 浩一郎氏

11/30㈮ 第799回MS テーマ／倫理法人会から学んだこと

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 ANAクラウンプラザホテル松山
講 師／h i b i d e si g n 安部 昌太郎氏
師／結寿庵 代表 友澤 幸枝氏
11/ 1㈭ 第773回MS テーマ／心の移り変わり
11/ 7㈬ 第672回MS 講
テーマ／死生観
講 師／（医）かとう歯科医院 理事長 加藤 弘正氏
講 師／新居浜市議会議員 神野 恭多氏
11/ 8㈭ 第774回MS テーマ／お口は健康のバロメーター
11/14㈬ 第673回MS テーマ／未定
経営者セミナー 講 師／高知東倫理法人会 会長
11/20㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／造船・漁業・倫理経営
講 師／高知東倫理法人会 会長
第674回MS
11/21㈬
テーマ／高知東・倫理実践

11/28㈬

榊原 英之氏
榊原 英之氏

講 師／大橋胃腸肛門外科医院 大橋 勝英氏
第675回MS
テーマ／未定

11/15㈭

11/22㈭ 第775回MS
11/28㈬ 18経営者の集い
：30〜19：30
第776回MS
11/29㈭

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／カクケイ㈱ 代表取締役会長 井原 和彦氏

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
師／㈱モトクロス 代表取締役 松永 秀夫氏
11/ 6㈫ 第１370回MS 講
テーマ／活力朝礼でひと儲け！！

講 師／紙産業イノベーションセンター
11/20㈫ 第860回MS テーマ／日本一の紙のまち四国中央市

土曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽

11/17㈯ 第440回MS テーマ／誠意

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／（一社）倫理研究所 松本 真志氏
11/ 6㈫ 第858回MS 講
テーマ／明日へのイメージ
古鎌 知義氏

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／宇和島市教育長 金瀬 聡氏
講 師／㈲オルソ本田 取締役 本田 美紀氏
11/ 7㈬ 第904回MS テーマ／人づくり つながりづくり 地域づくり
11/ 7㈬ 第640回MS テーマ／喜びも、哀しみも全て人生の糧にする！
経営者の集い 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 東村 英幸氏
講 師／阿部商事㈱ 代表取締役 阿部 寿美子氏
11/13㈫ 18
11/14㈬ 第905回MS テーマ／やっておいて良かった
：30〜19：30 テーマ／事業継承に向けて
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 東村 英幸氏
経営者の集い 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 中 宏文氏
11/14㈬ 第641回MS テーマ／倫理法人会のいいところ100探し
：30〜19：30
11/20㈫ 18
宇和島リージェントホテル テーマ／万人幸福を願う心の実践録
講 師／㈱東洋医学健康センター 加島 隆徳氏
第642回MS
11/21㈬
師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 中 宏文氏
テーマ／色が与える身体への影響力
11/21㈬ 第906回MS 講
テーマ／薫 習（くんじゅう）
講 師／㈱ビジネスアシスト四国 代表取締役 植松 守氏
師／アザース㈱ 代表取締役 中川 周平氏
11/28㈬ 第643回MS テーマ／売れるヒントを学ぶ
11/28㈬ 第907回MS 講
テーマ／ラーメンの世界

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㈱ 代表取締役 筬島 克裕氏
テーマ／反始慎終〜父が亡くなって思うこと〜
講 師／㈱土佐龍 代表取締役 池 龍昇氏
テーマ／人生は試され事
講 師／㈱土佐龍 代表取締役 池 龍昇氏
テーマ／物は之を生かす企業と人に集まる

講 師／㈱Future Select エージェント 織田 直美氏

11/24㈯ 第441回MS テーマ／近年の中途採用事情・若者の職業観について

砥部倫理法人会
木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館
３号線歩道 砥部焼陶芸館〜砥部焼観光センター
場
所／国道３
11/ 1㈭ 地域清掃奉仕 時 間／6：30〜7
：30
師／金平不動産 代表者 金平 優子氏
11/ 8㈭ 第336回MS 講
テーマ／目標達成！振り返れば倫理
11/15㈭

県知事選期日前投票会場につき、本日のモーニングセミナーはお休みします。

講 師／㈲伊予ハウジング 代表取締役 森川 繁昌氏
11/22㈭ 第337回MS テーマ／どんな時でも諦めない
経営者の集い 講 師／㈱ＲＴ 代表取締役会長 高木 義夫氏
11/28㈬ 18
：30〜19：30 テーマ／夢（ゆめ）
師／㈱ＲＴ 代表取締役会長 高木 義夫氏
11/29㈭ 第338回MS 講
テーマ／晩年良ければ全てよし

伊予市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予
講 師／ｂｅａｕｔｙ＆ｈｅａｌ
11/ 2㈮ 第196回MS テーマ／倫理と出会ってｔｈ ｓｏｒａ オーナー 赤瀬 昭紀氏
講 師／㈲ジェイオフィス 代表取締役 越智 淳一氏
11/ 9㈮ 第197回MS テーマ／倫理と死生観
経営者の集い 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 渡邊 恭二氏
11/15㈭ 18
：30〜19：30 テーマ／息子が活き返った！たったひとつの実践
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 渡邊 恭二氏
第198回MS
11/16㈮
テーマ／自己革新サイクル
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。
講 師／三虎食糧 代表

兵頭 栄介氏

11/30㈮ 第199回MS テーマ／出会いが人生を根っこから変える
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

大洲喜多倫理法人会
11/ 6㈫

水曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

経営者の集い 講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 松永 秀夫氏
18：30〜19：30
テーマ／私が倫理法人会で学び続ける理由
にし川

講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー
11/ 7㈬ 第733回MS テーマ／活力朝礼でひと儲け！
講 師／㈱横田酒店代表取締役

11/14㈬ 第734回MS テーマ／〜酒〜御縁をつなぐ力水
師／大洲高等学校 松盛氏
11/21㈬ 第735回MS 講
テーマ／未定
師／大洲消防署
11/28㈬ 第736回MS 講
テーマ／未定
八西準倫理法人会

横田 光敏氏

火曜日 ６：３０〜７：３０ センチュリーホテルイトー

師／（同）国際教育人材交流センター
11/ 6㈫ 第598回MS 講
テーマ／流される経営

11/12㈪ 経営者の集い
19：00〜

松永 秀夫氏

河野

優氏

講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 森
テーマ／未定

師／(一社)倫理研究所
11/13㈫ 第599回MS 講
テーマ／未定

法人レクチャラー 森

郁恵氏
郁恵氏

師／未定
11/20㈫ 第600回MS 講
テーマ／未定
師／未定
11/27㈫ 第601回MS 講
テーマ／未定

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/
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。

11月の放送スケジュール
10月29日I 〜 11月 1日L
11月 5日I 〜 11月 8日L
11月12日I 〜 11月15日L
11月19日I 〜 11月22日L
11月26日I 〜 11月29日L

※都合により予定が変更となる場合があります。

代表

今井

典子さん

代表取締役

越智

淳一さん

代表

兵頭

栄介さん

㈱楽農研究所 代表取締役

菊地

義一さん

ひがし野グループ
㈲ジェイオフィス

三虎食糧

石田クリーニング㈱

西田さん

ほか

