愛媛県内 単会別 12月 のスケジュール

DECEMBER 2018

ひめりんねっと
12月号

平成30年11月22日現在

H IME R IN N ET

愛媛県倫理法人会

西条西倫理法人会
12/ 5㈬

講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 竹光 国男氏

ナイトセミナー
12/18㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／会社の予防薬
第345回MS

12/26㈬

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／つまづいてこそ出会う
本日のモーニングセミナーはお休みします。

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
師／健康道場Keep on 兵頭 隆介氏
12/ 6㈭ 第１011回MS 講
テーマ／倫理法人会に入会して良かったこと

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
師／Beauty＆health sora オーナー 赤瀬 昭紀氏
12/ 3㈪ 第18回MS 講
テーマ／倫理と出会って

師／高知県倫理法人会 MS委員長
12/13㈭ 第１012回MS 講
テーマ／はい 喜んで！！を実践して‥

12/10㈪

第19回MS

12/17㈪

第20回MS 講 師／㈲大連国際実業社 張 永慶氏
テーマ／一帯一路、時代の大波に乗れ

講 師／岡田印刷㈱
12/20㈭ 第１013回MS テーマ／倫理とは

鎌田 真悠子氏

岡田 紀夫氏

12/24㈪㊗

師／大光チップ㈱ 日野 和男氏
12/27㈭ 第１014回MS 講
テーマ／鹿児島特攻隊遺跡をたずねて

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／松山市倫理法人会 会長 赤瀬 昭紀氏
講 師／Slow Aging Café Yukichi 代表 笠﨑 恵史氏
12/ 5㈬ 第908回MS テーマ／明るさと希望!!
12/ 5㈬ 第644回MS テーマ／笑顔と花と ありがとう

講 師／(一社)倫理研究所 法人アドバイザー 飯塚 秀夫氏
テーマ／徳をベースとした会社経営

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

12/19㈬

講 師／㈱保険丸 代表取締役 武田 哲也氏
第646回MS
テーマ／倫理をはなれて

12/26㈬

講 師／㈱二蝶 取締役会長
第647回MS
テーマ／運命自招

師／㈱河幸海苔店
12/15㈯ 第444回MS 講
テーマ／足下の実践

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

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／㈱ザメディアジョン 山近 義幸氏
12/ 4㈫ 第862回MS テーマ／知覧から学ぶ新卒採用と人間力教育

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／片男波部屋 片男波親方
12/ 4㈫ 第１374回MS テーマ／許す心

師／大野原八幡神社
12/11㈫ 第863回MS 講
テーマ／神道とは

師／（一社）倫理研究所 中国・四国方面長
12/11㈫ 第１375回MS 講
テーマ／明日へのイメージ

経営者の集い 講 師／山口県宇部市倫理法人会
12/17㈪ 18
：00〜19：00 テーマ／傾聴で克服した人間関係

藤本 哲憲氏

師／山口県宇部市倫理法人会
12/18㈫ 第864回MS 講
テーマ／実感する傾聴の力

藤本 哲憲氏

12/25㈫

松本 真志氏

12/18㈫ 第１376回MS テーマ／宇宙の理・地球の理

講 師／食の達人 源龍 店主 中野 宗次郎氏

12/25㈫ 第１377回MS 講

師／アロマテラピー＆エステティック Ｒｕｂｙ
森田 ルミ子氏
テーマ／こころとからだが元気になるアロマ

講 師／香川県三豊倫理法人会 三野 義雄氏
第865回MS
テーマ／『家族』私の人生の目的

西条市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
講 師／アイソス㈱ 代表取締役 田中 修司氏
12/ 7㈮ 第760回MS テーマ／勝ち残る会社の『はじめの一歩』

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
師／㈲オフィス・マリ 代表取締役 高木 正江氏
12/ 5㈬ 第937回MS 講
テーマ／松山市中央倫理法人会の歴史と…

12/14㈮

12/12㈬

講 師／（一社）倫理研究所
第761回MS
法人スーパーバイザー
テーマ／心の実践

常松

栄氏

講 師／学校法人平成学園 本部総務部長 東前

12/21㈮ 第762回MS テーマ／社員もイキイキ！活力朝礼

充氏

〜コストゼロの社員教育〜

講 師／西条市議会議員 髙橋

12/28㈮ 第763回MS テーマ／未定

保氏

講 師／（一社）倫理研究所
第938回MS
法人スーパーバイザー
テーマ／人生の恩師

森脇 慎一氏

師／松山市議会議員 岡田 教人氏
12/19㈬ 第939回MS 講
テーマ／当日をお楽しみに

12/26㈬ 第940回MS テーマ／仏師のよもやま話

講 師／工房 里 仏師凡海 荻田 文昭氏

今治市倫理法人会
水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル
講 師／今治市村上水軍博物館 学芸員 田中 謙氏
12/ 5㈬ 第660回MS テーマ／『ＫＡＩＺＯＫＵ』の世界へ

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
講 師／（一社）倫理研究所 中国・四国副方面長 泉 憲治氏
12/ 7㈮ 第800回MS テーマ／小我を捨て、大我に生きる

12/12㈬ 第661回MS 講

18：30〜19：30
12/13㈭ ピュアフル松山
テーマ／活力朝礼の力

師／愛媛プロレス
代表 キューティエリー・ザ・エヒメ氏
テーマ／プロレス×地域活性 〜本質力から見えてくるもの〜

12/19㈬ 第662回MS 講

師／（一社）倫理研究所
法人スーパーバイザー
テーマ／心の経営

前原 幸夫氏

講 師／㈱久保組 代表取締役 久保 安正氏
12/26㈬ 第663回MS テーマ／沙漠の魅力に魅せられて

新居浜別子倫理法人会
12/ 5㈬ 第676回MS 講
12/12㈬
12/19㈬
12/26㈬

水曜日 ６：００〜７：００ ウェディングパレスふじ

師／（一社）倫理研究所
法人スーパーバイザー
テーマ／ルビコン川を渡る

井戸垣 昌延氏

第677回MS 講 師／こでまり 近藤 由喜子氏
テーマ／命を守るために！
講 師／技師装具の会社 代表取締役 本田 美紀氏
第678回MS
テーマ／回り回ってみんな幸せになる
講 師／高知市倫理法人会 ＭＳ委員長 鎌田 真悠子氏
第679回MS
テーマ／倫理と出会って

経営者の集い 講 師／㈲三幸工業 代表取締役 植木 秀人氏

12/14㈮

第801回MS

講 師／㈲三幸工業 代表取締役 植木 秀人氏
テーマ／恩の意識

講 師／Myrtle Wyckof f
12/21㈮ 第802回MS テーマ／英語の発音

12/28㈮

代表 ワナビー氏

年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

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
師／富田製薬㈱ 代表取締役 富田 純弘氏
12/ 6㈭ 第777回MS 講
テーマ／朝の目覚めは気づきの第一歩
12/13㈭ 第778回MS
12/20㈭
12/27㈭

講 師／松山鍼灸院漢方鍼灸個別治療室 仁塾
代表 田村 健氏
テーマ／漢方医学モーニングセミナー（漢方の使いみち）

講 師／松山鍼灸院漢方鍼灸個別治療室 仁塾
第779回MS
代表 田村 健氏
テーマ／漢方医学モーニングセミナー（気と健康）
年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

師／㈱コッコ・サン
12/12㈬ 第909回MS 講
テーマ／未定

代表取締役 森本 ちか氏

師／大島博雅法律事務所
12/19㈬ 第910回MS 講
テーマ／未定

徳永 孝明氏

桂氏

弁護士 大島 博雅氏

講 師／(一社)倫理研究所 法人アドバイザー 岡田 紀夫氏

12/26㈬ 第911回MS テーマ／未定

東温倫理法人会
大洲喜多倫理法人会
土曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽
水曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館
講 師／社会福祉法人 宗友福祉会 理事長 丹生谷 宗久氏
講 師／大洲市役所観光まちづくり課 井上 陽祐氏
12/ 1㈯ 第442回MS テーマ／何のために生きるのか
12/ 5㈬ 第738回MS テーマ／未定
講 師／成瀬緑化産業㈱ 代表取締役 成瀬 要三氏
講 師／（一社）倫理研究所 中国・四国方面長 松本 真志氏
12/ 8㈯ 第443回MS テーマ／造園業界の現状
12/12㈬ 第739回MS テーマ／朝起きの極意
取締役会長 山路 卓司氏

12/19㈬ 第740回MS 講

師／ホンダカーズ愛媛大洲インター店
社長 脇本 則彦氏
テーマ／未定

講 師／㈱ぐるなび 愛媛営業所 所長 望月 陽一郎氏

12/22㈯ 第445回MS テーマ／外から見た松山について
12/29㈯

拓植 宗尚氏

講 師／伊予市倫理法人会 相談役 松尾
テーマ／執行猶予で倫理に再開

12/12㈬ 第645回MS 講

講 師／中郷農園 代表 井門 裕彦氏
12/12㈬ 第344回MS テーマ／施設園芸３１年の軌跡

12/19㈬

お問い合わせは 事務局まで TEL ０８９-９８７-７０２５

水曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会議所東予支所

講 師／アイ・クリエーション 代表 井上 しのぶ氏
第343回MS
テーマ／心を掴む第一印象

12/26㈬ 第741回MS 講

師／特定非営利活動法人
再生支援せとうち 吉井 久典氏
テーマ／未定

年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

砥部倫理法人会

八西準倫理法人会

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

講 師／八幡浜市企画財政部長 今岡 植氏
12/ 4㈫ 第602回MS テーマ／世界マーマレード大会と地方創生

12/ 6㈭ 第339回MS 講

師／㈱奏音、㈱奏音まつやま
代表取締役 森川 敦子氏
テーマ／発達障害児支援における現状と課題

12/13㈭

第340回MS 講 師／第一生命保険㈱ 羽藤 留魅氏
テーマ／ビフォーアフター

12/20㈭

講 師／㈱フィディア 代表取締役 福井 龍介氏
第341回MS
テーマ／やるときは、ひとつづつ

12/27㈭

12/11㈫ 第603回MS テーマ／未定

講 師／愛媛銀行 八幡浜支店 毛利 雅文氏

12/18㈫ 第604回MS

鈴木 欽次郎氏

愛媛県倫理法人会のラジオ番組「心にプラスワン」
plus

12/21㈮ 第202回MS 講

師／(一社)倫理研究所
法人スーパーバイザー 二川 正志氏
テーマ／今 生かされている事に感謝しよう

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／㈱中央電気保安協会 取締役会長 神野 真弓氏
第203回MS
テーマ／口腹別子の人生苦節７０年

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

講 師／(一社)倫理研究所
法人スーパーバイザー 前原 幸夫氏
テーマ／心の経営

師／㈱大任建設
12/25㈫ 第605回MS 講
テーマ／未定

年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

伊予市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ ウェルピア伊予
12/ 7㈮ 第200回MS ミステリーモーニングセミナー
講 師／㈱タカハシ 代表取締役 髙橋 信介氏
12/14㈮ 第201回MS テーマ／前を向けば、
きっと、人生は拓ける

12/28㈮

火曜日 ６：３０〜７：３０ センチュリーホテルイトー

http://www.rnb.co.jp/radio/plusone/

司会は戒田節子アナウンサー

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。

12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。

12月 3日I 〜 12月 6日L

アザース㈱ 代表取締役

中川

周平さん

12月10日I 〜 12月13日L
12月17日I 〜 12月20日L

かとう歯科

歯科技工士

森松

慎博さん

㈱スカイネットシステム 代表取締役

中岡

富茂さん

神野

真弓さん

中西

龍仁さん

12月24日I 〜 12月27日L
12月31日I 〜 1月 3日L

㈱中央電気保安協会

取締役会長

愛媛県倫理法人会

会長

