愛媛県内 単会別 12月 のスケジュール
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愛媛県倫理法人会

お問い合わせは 事務局まで TEL ０８９-９８７-７０２５

MS強化月間

新居浜市倫理法人会
12/ 1㈭

木曜日 ６：００〜７：００ リーガロイヤルホテル新居浜

講 師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー 福井 龍介氏

12/22㈭ 第918回MS テーマ／やるときはひとつづつ（2）

年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

火曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルグランフォーレ

経営者の集い 講 師／㈲若本屋
12/12㈪ 18
：30〜19：30 テーマ／家族の絆

代表取締役 若本 泰弘氏

師／㈲若本屋
12/13㈫ 第763回MS 講
テーマ／親の教え

代表取締役 若本 泰弘氏

師／ソムリエール
12/20㈫ 第764回MS 講
テーマ／未定

ディアス 由紀子氏

講 師／㈱石松 常務取締役 秦
第765回MS
テーマ／活力朝礼のススメ

西条市倫理法人会

実氏

金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館

師／愛媛県西条警察署長
12/ 2㈮ 第674回MS 講
テーマ／未定
師／（一社）倫理研究所
12/ 9㈮ 第675回MS 講
テーマ／経営を楽しむ

警視 小西

勲氏

名誉専任研究員 川又 久萬氏

講 師／行政書士ほしくま事務所 代表 星隈 英明氏

12/16㈮ 第676回MS テーマ／行政書士の仕事って？（最近の変化も含めて）
12/23㈮㊗

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

12/30㈮

年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

今治市倫理法人会

水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル

講 師／そがべ花園 代表
12/ 7㈬ 第574回MS テーマ／そがべ花園の歩み

曽我部 昌紀氏

講 師／㈱松の花 代表取締役
12/14㈬ 第575回MS テーマ／結
（むすび）

12/21㈬
12/28㈬

第576回MS

中西 龍仁氏

講 師／（一社）倫理研究所 参与 田中 範孝氏
テーマ／男は度胸、女も度胸

年末の為、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 法人レクチャラー 牧瀬 正和氏

師／(一社)倫理研究所 法人レクチャラー 牧瀬 正和氏
12/21㈬ 第270回MS 講
テーマ／愛に磨きをかける
年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
12/28㈬

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／愛媛県議会議員
第１278回MS
愛媛県議会総務企画国体委員長 三宅 浩正氏
テーマ／愛媛県政の現場から
〜地方自治、少子化対策他について〜
寺川 勲雄氏

12/20㈫

講 師／㈱サンキ 代表取締役会長 森脇 慎一氏
第１280回MS テーマ／運命自招

12/27㈫

講 師／岡田印刷㈱ アドバイザー 岡田 紀夫氏
第１281回MS テーマ／全国を巡って

松山市中央倫理法人会

水曜日 ６：００〜７：００ ウェディングパレスふじ

12/21㈬
12/28㈬

講 師／㈱松の花 代表取締役 中西 龍仁氏
第846回MS
テーマ／結（むすび）

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／宇和島練り物工房 みよし 代表 三好 良貴氏
12/ 2㈮ 第707回MS テーマ／やればできる！
！
経営者の集い 講 師／小代焼 ふもと窯 代表 井上 泰秋氏
12/ 8㈭ 18：30〜19：30 テーマ／この道ひとすじ
講 師／小代焼 ふもと窯 代表 井上 泰秋氏
12/ 9㈮ 第708回MS テーマ／綺麗なものより美しいもの
師／松山大学４回生 南 萌子氏 長坂 花蓮氏
12/16㈮ 第709回MS 講
テーマ／ドイツ留学を経て
祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

松山伊予倫理法人会
木曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル
講 師／ソニー生命保険㈱ 中野 裕志氏
12/ 1㈭ 第682回MS テーマ／自分を磨き、心の友を作り、そして皆さんのお役に立つ
講 師／愛友サポート㈱ 代表取締役 市川 和宏氏
12/ 8㈭ 第683回MS テーマ／倫理でつながった人の輪〜現在・過去・未来〜
経営者の集い 講 師／㈱健康舎 代表取締役社長 正源司 渡氏
12/14㈬ 18
：30〜19：30 テーマ／そこそこやるか！そこまでやるか？
講 師／㈱健康舎 代表取締役社長 正源司 渡氏
12/15㈭ 第684回MS テーマ／あなたのおかげでこんなに…
講 師／（医）かとう歯科医院 梅林 雅史氏
12/22㈭ 第685回MS 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。

松山北倫理法人会

水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山

12/ 7㈬

12/ 7㈬

12/14㈬

講 師／NPO法人ヒューマンラブ 理事長 岡田 さえ氏
第582回MS
テーマ／未定

講 師／ヘアーコレクション・アキノリ
12/14㈬ 第550回MS テーマ／倫理と出会って

経営者セミナー 講 師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 井手 隆彦氏

師／（一社）倫理研究所 法人レクチャラー 井手 隆彦氏
12/21㈬ 第583回MS 講
テーマ／実践してみました 不思議なことが次々と
師／整理収納アドバイザー みなもと 麻衣子氏
12/28㈬ 第584回MS 講
テーマ／片づけから始まるプラスの連鎖！

講 師／（一社）倫理研究所 普及事業部 部長 和田
第549回MS テーマ／みる、見る、観る

毅氏

代表 赤瀬 昭紀氏

師／（一社）倫理研究所 法人アドバイザー
12/21㈬ 第551回MS 講
テーマ／運命をひらく生き方
師／各委員長による
12/28㈬ 第552回MS 講
テーマ／今年の振り返りと来年の抱負

12/30㈮

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／元ＭotoＧＰレースライダー 玉田 誠氏
第355回MS テーマ／父と語った夢を叶えそして次の挑戦へ

砥部倫理法人会
12/ 1㈭

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

飯塚 秀夫氏

宇和島市倫理法人会
12/ 7㈬

講 師／社会福祉法人 南風会 施設長 木下 いずみ氏

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

講 師／オオノ産業 代表 大野 哲也氏
第817回MS
テーマ／お役との出会い

講 師／(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー
12/14㈬ 第818回MS テーマ／父・母への思いと気づき
講 師／㈲宮本建築工房 宮本

12/28㈬

篤氏

年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

大洲喜多倫理法人会

金曜日 ６：００〜７：００ 愛媛舗道会館

第643回MS 講 師／㈲カーショップタナカ 田中 光男氏
テーマ／くるま屋一筋 50年

12/ 8㈭ 第251回MS テーマ／このまち（砥部）で生きている

師／ヘアーコレクション
12/ 9㈮ 第644回MS 講
テーマ／倫理に出会って

講 師／㈱ブルースター 代表取締役 田中 美和子氏
12/15㈭ 第252回MS テーマ／すべては自分自身の引き寄せから

師／（一社）倫理研究所 法人スーパーバイザー
12/16㈮ 第645回MS 講
テーマ／心の経営

川又 久萬氏

12/23㈮㊗
12/30㈮

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

講 師／気象予報士 田頭 孝志氏
12/ 2㈮ 第111回MS テーマ／愛媛の天気のお話
講 師／坂村真民記念館 館長 西澤 孝一氏
12/ 9㈮ 第112回MS テーマ／祈りの詩人坂村真民の原点を求めて

講 師／㈲みつ葉企画 取締役会長 金子 陽子氏
テーマ／信成万事
講 師／㈲みつ葉企画 取締役会長 金子 陽子氏
第113回MS
テーマ／想いをつなぐ

12/23㈮㊗
12/30㈮

アキノリ 赤瀬 昭紀氏
前原 幸夫氏

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

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／大洲警察署 生活安全課長 上田 哲也氏
12/ 6㈫ 第507回MS テーマ／未定
講 師／健幸選択研究所 代表 藤浦 正信氏
12/13㈫ 第508回MS テーマ／社内に良好な人間関係を構築し

経営者の集い
12/15㈭ 18
：30〜19：30

12/16㈮

富田 純弘氏

12/21㈬ 第819回MS テーマ／半生を振り返り反省！『そして、これから』

12/ 2㈮

講 師／第一生命保険㈱ 得井 美香氏
第250回MS
テーマ／一期一会

12/20㈫

社員のやる気を引き出す秘訣

第509回MS 講 師／（一社）倫理研究所 参与 新原 隆一氏
テーマ／天候気候と事業の盛衰

師／伊予市倫理法人会 中野 裕志氏
12/27㈫ 第510回MS 講
テーマ／自分を磨き、心の友を作り、

祝日の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

そして皆さんのお役に立つ

年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

今月のMS強化月間の単会

愛媛県倫理法人会のラジオ番組「心にプラスワン」

新居浜市
倫理法人会

松山市中央
倫理法人会

リーガロイヤルホテル新居浜
6:00〜7：00

松山全日空ホテル
6:30〜7：30

愛媛県倫理法人会のラジオ番組

年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

講 師／B・free 田中 範子氏
第581回MS
テーマ／今すぐ使えるコミュニケーション心理学

12/20㈫ 18：30〜19：30 テーマ／とりあえずやってみました

古里 久則氏

講 師／㈱ウィンプランツ 代表取締役 古里 久則氏
第845回MS テーマ／奮起一番

12/23㈮㊗
12/30㈮

12/23㈮㊗

12/29㈭

水曜日 ６：３０〜７：３０ 松山全日空ホテル

経営者の集い 講 師／㈱ウィンプランツ 代表取締役
12/20㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／人の喜び・我が喜び

東温倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 見奈良天然温泉利楽
講 師／タンデム自転車 NONちゃん倶楽部 代表 津賀 薫氏
12/ 2㈮ 第352回MS テーマ／タンデム自転車で心のバリアフリー社会の実現を！
師／（医）駅前歯科医院 院長 能智 星悟氏
12/ 9㈮ 第353回MS 講
テーマ／純粋（すなお）に受け入れる
経営者の集い 講 師／㈲正文堂 馬場口 一利氏
12/15㈭ 18
：30〜19：30 テーマ／蛻変（ぜいへん）の経営
師／㈲正文堂 馬場口 一利氏
12/16㈮ 第354回MS 講
テーマ／失敗を糧に成功へ

師／（一社）倫理研究所 名誉専任研究員
12/22㈭ 第253回MS 講
テーマ／善因善果

師／日本銀行 松山支店 支店長 真鍋 正臣氏
12/ 7㈬ 第843回MS 講
テーマ／最近の金融経済情勢について
師／アトリエ・ピエロ 主催 友近 千鶴氏
12/14㈬ 第844回MS 講
テーマ／今のあなたの生き方 満足していますか？

12/29㈭

新居浜別子倫理法人会

藤田 勝長氏

MS強化月間

講 師／（財）ウェイクナーズ 認定講師 大坪 見実氏
12/ 6㈫ 第762回MS テーマ／人生がきらめく心の整理方法

12/27㈫

豊田 建彦氏

ナイトセミナー
12/20㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／社員の声に耳を傾ける

師／㈲やわらぎ 社長
12/13㈫ 第１279回MS 講
テーマ／会社は人生道場

講 師／伊藤自動車㈱ 伊藤 裕樹氏

四国中央市倫理法人会

師／㈲クリーン不動産 営業部長
12/14㈬ 第269回MS 講
テーマ／親・祖先さまに感謝

豊田 建彦氏

12/15㈭ 第917回MS テーマ／私の歩んだ倫理道
12/29㈭

水曜日 ６：３０〜７：３０ ホテルユニバース

講 師／（一社）てぃーだ 代表理事・施設長
12/ 7㈬ 第268回MS テーマ／信じて待つ教育

12/ 6㈫

講 師／㈱全日本宣伝放送 曽根 康夫氏
第915回MS
テーマ／我が家のワン子物語

講 師／一般社団法人てぃーだ 代表理事
12/ 8㈭ 第916回MS テーマ／信じて待つ事の大切さ

西条西倫理法人会

南海放送ラジオのHPから過去の放送もCMもお聴きいただけます！

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

南海放送ラジオ
クリック
『 心に
プラスワン 』

司会は戒田節子アナウンサー

\

『ポッドキャストで クリック
番組を聴いてみよう』

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
11月28日I 〜 12月 1日L
12月 5日I 〜 12月 8日L
12月12日I 〜 12月15日L
12月19日I 〜 12月22日L
12月26日I 〜 12月29日L

※都合により予定が変更となる場合があります。

㈲坪井インテリアサービス 社長

坪井

利勝さん

中郷農園

社長

井門

裕彦さん

愛媛大学法文学部

教授

野田

裕久さん

石田クリーニング
ヘアーコレクション・アキノリ 代表

西田さん
赤瀬

他

昭紀さん

