愛媛県内 単会別 11月 のスケジュール

NOBEMBER 2017

ひめりんねっと
11月号

平成29年10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
講 師／松江 亨氏（芸名：芸乃樽斗）
11/ 2㈭ 第961回MS テーマ／健康は笑いから大いに笑って 第4弾
〜今朝も笑って元気にスタート〜
講 師／㈲瀬戸内マリン 真鍋海事事務所
第962回MS
テーマ／知らないと損するお金の話

11/ 9㈭
ナイトセミナー 講 師／㈱モトクロス 松永 秀夫氏
11/15㈬ 18
：30〜19：30 テーマ／普及こそ倫理 〜普及で学んだたくさんの事〜
講 師／㈱モトクロス 松永 秀夫氏
第963回MS
11/16㈭
テーマ／活力朝礼でひと儲け！
11/23㈭㊗

11/30㈭

真鍋 敦行氏

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／㈱エス 代表取締役 内海 加奈子氏

第964回MS テーマ／顧客満足とは 〜ファンになって頂くために〜

四国中央市倫理法人会
11/ 7㈫ 第808回MS 講

西条西倫理法人会
水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース
講
師／藤井㈱
代表取締役 山川 浩一郎氏
11/ 1㈬ 第304回MS テーマ／倫理法人会から得たこと
ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所
11/ 7㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／夫婦愛和

法人レクチャラー 中野 義弘氏

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー
11/ 8㈬ 第305回MS テーマ／町工場の挑戦
師／㈱光藤 代表取締役 光藤 貴志氏
11/15㈬ 第306回MS 講
テーマ／未定

11/22㈬
11/29㈬

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルマイステイズ松山

経営者の集い 講 師／㈱土佐龍 代表取締役 池 龍昇氏
18：30〜19：30 テーマ／物は之を生かす人と企業に集まる

講 師／㈱土佐龍 代表取締役 池

龍昇氏

11/14㈫

第１323回MS

11/21㈫

講 師／㈲アルカディア企画 代表取締役 山田 祐司氏
第１324回MS テーマ／倫理と出会って

11/28㈫

第１325回MS

講 師／㈱寿住宅 代表取締役社長 壽野 春幸氏
テーマ／人脈は財産・人柄は資産

講 師／マエダ商事㈱ 代表取締役 前田 陽一郎氏
テーマ／倫理との出逢い

MS強化月間

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

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／えひめコーチングブロッサム
代表 中越 こずえ氏
テーマ／愛和に繋がるアチーバス

11/ 1㈬

第886回MS テーマ／夫婦の絆でモーニングセミナー連続皆勤９年２ケ月！

師／菅沼 真穂氏
11/14㈫ 第809回MS 講
テーマ／文字から知る自分…筆跡診断 開運アドバイス

11/ 8㈬
11/15㈬

第887回MS

11/21㈫

第810回MS 講 師／㈱建商 代表取締役 西森 義信氏
テーマ／器（うつわ）

師／㈲森謄写堂 専務取締役
11/28㈫ 第811回MS 講
テーマ／親子経営で生きて行く

近森 純一郎氏

西条市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
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／大光チップ作業㈱ 会長 日野 和男氏
11/10㈮ 第713回MS テーマ／76歳我が人生
『人の出会いと倫理』
講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 新開 精治氏

ナイトセミナー
11/16㈭ 18
：30〜19：30 テーマ／すべてに感謝

11/17㈮
11/24㈮

第714回MS

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 新開 精治氏
テーマ／人生は楽しく愉快に生きるために

講 師／西条商工会議所 地域振興課長 日野 勉氏
第715回MS
テーマ／リアルな体験に勝るものはなし
〜自然の素晴らしさ 伝える難しさ〜

今治市倫理法人会
水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
講 師／今治市教育委員会 社会教育課 社会教育指導員 越智 理氏
11/ 1㈬ 第612回MS テーマ／○○からはじまる人権 〜震災復興の現状から学ぶ〜
師／アザース㈱ 代表取締役 中川 周平氏
11/ 8㈬ 第613回MS 講テーマ／ついにこの時がやってきた
ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 中川 武雄氏
11/14㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／『倫理』との出会いと学び
講 師／
（一社）
倫理研究所 法人レクチャラー 中川 武雄氏
11/15㈬ 第614回MS テーマ／『倫理』から学んだもの
師／廣川海事・行政書士事務所 代表者 廣川 怜史氏
11/22㈬ 第615回MS 講テーマ／青年会議所の活動紹介や活動を通じて自己成長した経験等
師／㈲坪井インテリアサービス 代表取締役 坪井 利勝氏
11/29㈬ 第616回MS 講テーマ／経営者語録三十
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／㈲新居浜ビジネスセンター 加藤 清行氏
11/ 1㈬ 第624回MS テーマ／田舎の金太郎
講 師／
（一社）
倫理研究所 法人レクチャラー 高木 義夫氏
11/ 7㈫ 経営者セミナー
18：30〜19：30 テーマ／夢
講 師／
（一社）
倫理研究所 法人レクチャラー 高木 義夫氏
11/ 8㈬ 第625回MS テーマ／晩年良ければ全てよし
講 師／㈱やまふ水産 田中 博敏氏
11/15㈬ 第626回MS テーマ／未定
講 師／㈱アイフィールド 須賀 えり子氏
11/22㈬ 第627回MS テーマ／奇跡を起こす種はあなたの中に
講 師／大永造船㈱ 榊原 英之氏
11/29㈬ 第628回MS テーマ／役を知り、役に徹し、役を超えない

11/21㈫
11/22㈬
11/29㈬

本日のモーニングセミナーは普段行くことができない松山北のＭＳにご参加ください。

講

経営者の集い
18：30〜19：30
第888回MS
第889回MS

師／㈱ハヤシ電工

林

薫氏

さあ！１０年達成に挑戦
講 師／愛媛県美術館 主任学芸員 杉山 はるか氏
テーマ／レオナルド・ダ・ヴィンチの幻の大作
《アンギアーリの戦い》を巡って
講 師／㈲山陽リバイブ 代表取締役 岩藤 朝宜氏
テーマ／夫婦対鏡を試みて パートⅠ
講 師／㈲山陽リバイブ 代表取締役 岩藤 朝宜氏
テーマ／夫婦対鏡を試みて パートⅡ
講 師／愛媛大学法文学部教授 竹内 康博氏
テーマ／お墓と法律・・・現代墓地事情

松山にぎたつ倫理法人会
11/ 3㈮㊗

取締役会長

金曜日 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。

師／防衛省
11/10㈮ 第749回MS 講
テーマ／感謝

航空自衛隊

一等空尉

二宮 秀司氏

11/17㈮ 第750回MS 講

師／（一社）倫理研究所 法人局 参事
法人アドバイザー 徳永 孝明氏
テーマ／運命自招
講 師／㈱光藤 代表取締役社長 光藤 貴志氏

11/24㈮ 第751回MS テーマ／俺がちょっと動けば

松山伊予倫理法人会
木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル
講 師／㈱三和医科器械 代表取締役 西岡 浩平氏
11/ 2㈭ 第725回MS テーマ／入会9年目の自分を振り返る
設立15周年記念講演会
11/ 8㈬ 時の名所ふなや
講 師／㈱丸満 取締役会長 鹿島 節子氏
11/ 9㈭
11/16㈭

18：30〜19：30 テーマ／幸せは笑顔でありがとう
講

11/29㈬

鹿島 節子氏

テーマ／思い出

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

第728回MS 講 師／㈱セブンスター 西村 やよい氏
テーマ／奇跡と気づき

松山北倫理法人会
11/ 1㈬ 第592回MS
11/ 8㈬ 第593回MS
11/14㈫ 18経営者の集い
：30〜19：30
11/15㈬
11/22㈬

取締役会長

第727回MS 講 師／FP＆証券アナリスト宮川集事務所 代表 宮川 集氏

11/23㈭㊗

11/30㈭

師／㈱丸満

第726回MS テーマ／又行きたい 又会いたい倫理

水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山
講 師／ジブラルタ生命保険㈱ 清家 浩三氏
テーマ／塞翁が馬
講 師／メットライフ生命保険㈱ 矢野 尚良氏
テーマ／苦難福門
講 師／吉延石油㈱ 代表取締役 吉延 嘉一郎氏
テーマ／積み上げから繋がるモノ

講 師／吉延石油㈱ 代表取締役 吉延 嘉一郎氏
テーマ／純情（すなお）な心を合わせる
講 師／㈱ＡＥＲ 代表取締役 長島 眞穂氏
第595回MS
テーマ／離島での観光産業について
第594回MS

本日のモーニングセミナーは普段行くことができない松山市中央のＭＳにご参加ください。

宇和島市倫理法人会
11/ 1㈬

桂氏

砥部倫理法人会
木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館
国道33号線歩道
11/ 2㈭ 地域清掃奉仕 砥部焼陶芸館〜砥部焼観光センター
講 師／㈲太陽商会 代表取締役 由佐 紹二氏
11/ 8㈬ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／これが良い、と思えるまで
講 師／㈲太陽商会 代表取締役 由佐 紹二氏
11/ 9㈭ 第291回MS テーマ／親子の倫理
講 師／稲田書店 代表 稲田 憲治氏
11/16㈭ 第292回MS テーマ／ふるさと再発見
11/23㈭㊗

大洲喜多倫理法人会
11/ 3㈮㊗
11/ 9㈭

講 師／大洲市役所
11/17㈮ 第687回MS テーマ／未定

金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予
祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
泉

第154回MS

11/20㈪

毅氏

2017年11月8日㈬

今月のMS強化月間の単会
松山市中央倫理法人会
松山全日空ホテル 6:30〜7：30

講 師／㈱丸満 取締役会長 鹿島 節子氏

八西準倫理法人会

センチュリーホテルイトー 6:30〜7：30

南予地区見学交流モーニングセミナーのご案内

(一社) 倫理研究所 法人局 参事 法人アドバイザー

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

宏文氏

講 師／伊予銀行八幡浜支店 土居 慎一氏

場所／時の名所ふなや

19：40〜21：00 会費 10,000円

法人レクチャラー 中

宏文氏

11/28㈫ 第554回MS テーマ／未定

設立１５周年記念講演会

テーマ／幸せは笑顔でありがとう

経営者の集い 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 中
19：00〜 テーマ／脳科学にもとづく心の実践

講 師／（一社）倫理研究所
11/21㈫ 第553回MS テーマ／ビジョン

講 師／マエダ商事㈱ 前田 陽一郎氏
テーマ／父母から教えて頂いた家族、会社の大切さ

松山伊予倫理法人会

設立１５周年 祝賀会

萬代

元氏

講 師／鴨頭 嘉人氏
11/14㈫ 第552回MS テーマ／情熱のモーニングセミナー

憲治氏

師／出張美容サービス
スマイルサロン nico 稲生 康治氏
テーマ／笑顔で「はい、喜んで」

18：30〜19：30

磯村 安倫氏

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
講
師／㈱スカイネットシステム 中岡 富茂氏
11/ 7㈫ 第551回MS テーマ／倫理を勉強すると儲かりますか

11/17㈮ 第153回MS 講

記念講演会

磯村 安倫氏

観光まちづくり課 村中

師／萬代土地家屋調査士事務所
11/24㈮ 第688回MS 講
テーマ／未定

弥氏

師／（一社）倫理研究所 中国・四国副方面長
11/10㈮ 第152回MS 講
テーマ／小我を捨て、大我に生きる

11/24㈮

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／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー
18：30〜19：30
テーマ／一枚のオーガニックプレート
にし川

MS強化月間

伊予市倫理法人会
11/ 3㈮㊗

門田

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー
11/10㈮ 第686回MS テーマ／未来を託された大切な私

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

師／㈱もんたや／酒楽宴 竜宮
11/30㈭ 第293回MS 講
テーマ／後悔なし！感謝一本！

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル
本日のモーニングセミナーはお休みします。
講 師／愛媛県倫理法人会 副会長 加藤 弘正氏
テーマ／一灯照隅
講 師／原田メソッド認定パートナー講師 川口 敦史氏
テーマ／未定
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 竹光 国男氏
テーマ／会社の予防薬

11/ 8㈬ 第858回MS
11/15㈬ 第859回MS
経営者の集い
：30〜19：30
11/21㈫ 18
宇和島リージェントホテル
講 師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 竹光 国男氏
11/22㈬ 第860回MS テーマ／つまづいてこそ出会う
師／永田税理士事務 所長 永田 幸子氏
11/29㈬ 第861回MS 講
テーマ／Ｕターンと事業承継

丸山 保夫氏

11/24㈮ 第396回MS テーマ／執行猶予で倫理に再会

本日のモーニングセミナーはお休みします。

11/ 7㈫ 第１322回MS テーマ／天職を頂くには

師／㈱浜崎 取締役会長
11/17㈮ 第395回MS 講
テーマ／倫理経営の実践

講 師／㈲あいらんど 社長 松尾

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
11/ 6㈪

中野 義弘氏

東温倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽
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／㈱レグルス 代表取締役社長 矢野 真弓氏
11/10㈮ 第394回MS テーマ／堅実で大胆な経営
運を信じる
経営者の集い 講 師／㈱浜崎 取締役会長 丸山 保夫氏
11/16㈭ 18：30〜19：30 テーマ／サラリーマン会長、そして後継者育成へ

11/14㈫ 八西準倫理法人会にて開催！
！

11/9㈭
MSもあります！
！
《松山伊予》

第552回MS

司会は戒田節子アナウンサー

講師／鴨頭 嘉人氏

テーマ／情熱のモーニングセミナー

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?

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30日I 〜 11月 2日L

※都合により予定が変更となる場合があります。

一橋

克也さん

館長

西澤

孝一さん

石田クリーニング㈱

西田

晃一さん ほか

ひとつばし社会保険労務士事務所 代表

11月 6日I 〜 11月 9日L
11月13日I 〜 11月16日L

坂村真民記念館

11月20日I 〜 11月23日L
11月27日I 〜 11月30日L

今治市倫理法人会

会長

森本

真博さん

四国中央市倫理法人会

会長

日野

和男さん

