愛媛県内 単会別 12月 のスケジュール
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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

MS強化月間

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

12/14㈭

第966回MS 講 師／ＩＭソリューションズ 代表取締役 岡本 陽氏
テーマ／どうすれば部下は育つのか
〜自律的な人材の育成〜

12/28㈭

講 師／新居浜市倫理法人会 副専任幹事 越智 義之氏
女性副委員長 越智 貴子氏
テーマ／倫理と共に20年 人生70年を振り返る

年末の為、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
師／大永造船㈱ 代表取締役 榊原 英之氏
12/ 5㈫ 第812回MS 講
テーマ／拡充の変化
四国中央市宇摩倫理法人会設立前特別セミナ−
12/11㈪ 18：30〜19：30 講 師／駒澤大学 硬式野球部 監督 大倉 孝一氏
12/12㈫ 第813回MS
経営者の集い
12/18㈪ 18
：00〜19：00
12/19㈫ 第814回MS
12/26㈫ 第815回MS

テーマ／
「強い組織力」ワ−ルドカップ５連覇の軌跡
講 師／駒澤大学 硬式野球部 監督 大倉 孝一氏
テーマ／
「強い感動力」ワ−ルドカップ５連覇の感動
講 師／野田ハニー食品工業㈱ 専務取締役 野田 やよい氏
テーマ／得るは捨つるにあり
講 師／野田ハニー食品工業㈱ 専務取締役 野田 やよい氏
テーマ／倫理のご縁に感謝
講 師／弁護士法人 桑森法律事務所 桑森 ひとみ氏
テーマ／相続と遺言

西条市倫理法人会
金曜日 ６：３０〜７：３０ 西条商工会館
師／土と暮らす 代表者 首藤 元嘉氏
12/ 1㈮ 第716回MS 講
テーマ／モノの値段はコメの値段
〜地域活性化のカギは農業にあり！〜

講 師／㈱中央電気保安協会 取締役会長
12/ 8㈮ 第717回MS テーマ／邂逅
（かいこう）一本の電話から…

神野 真弓氏

講 師／（一社）倫理研究所 法人局顧問 蓮実 利勝氏

12/15㈮ 第718回MS テーマ／倫理を正しく学ぶ
講 師／からだ経営塾 代表 中野 恵子氏
12/22㈮ 第719回MS テーマ／『Ｉ
・Ｍy・Ｍe』… 今の私に出来ること！
年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
12/29㈮
今治市倫理法人会

師／愛媛県立今治病院 院長 藤田 学氏
12/ 6㈬ 第617回MS 講
テーマ／今治市の救急医療の現状について
講 師／（一社）倫理研究所 普及事業部長 和田

講 師／㈱繭
12/20㈬ 第619回MS テーマ／未定

12/27㈬

12/ 6㈬

毅氏

水曜日 ６：００〜７：００ ウェディングパレスふじ

講 師／（一社）倫理研究所 中国・四国副方面長 泉

12/20㈬ 第631回MS テーマ／ＴＨＥ揮毫（きごう）
講 師／中郷農園

代表 井門 裕彦氏

師／㈲アイランド 松尾 桂氏
12/27㈬ 第632回MS 講
テーマ／執行猶予で倫理に再会

法人レクチャラー 赤山 芳隆氏

12/27㈬

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／（一社）倫理研究所 中四国副方面長 泉
第１326回MS テーマ／小我を捨て、大我に生きる

師／㈱ザ・ワークス 代表取締役社長
12/12㈫ 第１327回MS 講
テーマ／今、実践していること

憲治氏

井上 隆寿氏

憲治氏

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／宗友福祉会
理事長 丹生谷 宗久氏
12/ 1㈮ 第397回MS テーマ／我が理想の集団
師／㈱キクガワ自動車 代表取締役専務 菊川 琢哉氏
12/ 8㈮ 第398回MS 講
テーマ／菊屋新助〜知られざる郷土の偉人〜
講 師／ミニメイド・サービス㈱ 代表取締役 山田 長司氏
12/15㈮ 第399回MS テーマ／栞にはビジネスのヒントあり
講 師／㈱マルセイ 木元漢方食品研究所 取締役所長 木元 聖花氏
12/21㈭ 年忘れ夫婦セミナー
18：30〜19：30 テーマ／夫婦で夢を
講 師／㈱マルセイ 代表取締役 木元 正均氏
12/22㈮ 第400回記念
モーニングセミナー テーマ／逆境にありがとう！
12/29㈮

砥部倫理法人会

講 師／㈲豊誠建設 代表取締役会長 森
テーマ／これが良いの心〜病気編〜

郁恵氏

12/28㈭

12/26㈫

講 師／岡田印刷㈱ アドバイザー 岡田 紀夫氏
第１329回MS テーマ／1年間の巡講を終えて

12/27㈬
MS強化月間

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
師／彩美画廊 専務取締役 大北 良彦氏
12/ 1㈮ 第752回MS 講
テーマ／わかると楽しいアートの世界
12/ 8㈮ 第753回MS
12/15㈮ 第754回MS
12/21㈭ 18経営者の集い
：30〜19：30
12/22㈮ 第755回MS

講 師／にしだわたる糖尿病内科 院長 西田 亙氏
テーマ／ビジネスは歯が命
講 師／四国メディコム㈱ 代表取締役社長 金子 佳恵氏
テーマ／なんでもやってみたい
講 師／㈱川上板金工業所 代表取締役 光藤 貴志氏
テーマ／倫理10年、自分が変われば周りが変わる
講 師／㈱川上板金工業所 代表取締役 光藤 貴志氏
テーマ／苦難は幸福の舞台

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 松山全日空ホテル
講
師／石田クリーニング㈱
常務取締役 西田 晃一氏
12/ 7㈭ 第729回MS テーマ／/夢は逃げない 逃げるのはいつも自分
講 師／ジブラルタ生命保険㈱ 堀田 金次郎氏
12/14㈭ 第730回MS テーマ／我が人生
禍福はあざなえる縄の如し
12/21㈭

第731回MS 講 師／㈱加來総合保険事務所 代表取締役 加來 正弘氏
テーマ／自分磨きの実践

12/28㈭

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
12/ 6㈬ 第596回MS

水曜日 ６：３０〜７：３０ 東京第一ホテル松山
講 師／八紘開発㈱東京第一ホテル松山
代表取締役社長 野村 忠秀氏
テーマ／東京第一ホテル松山３０年の歩み

12/13㈬

講 師／㈱フィディア 代表取締役 福井 龍介氏
第597回MS
テーマ／やるときはひとつずつ（２）

12/20㈬

講 師／えひめオカリナ協会 杉本 詠二氏
第598回MS
テーマ／認知症の患者さんに教わること
〜患者中心のケア倫理〜

12/27㈬

第599回MS

講 師／防衛省
テーマ／感謝

航空自衛隊

一等空尉 二宮 秀司氏

師／東温倫理法人会 副会長
12/20㈬ 第864回MS 講
テーマ／公義を忘れた日本人

12/27㈬

吉田 秀明氏

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

12/15㈮ 第691回MS テーマ／人生の黄昏時に寄り添って

第１328回MS

12/20㈬

中国・四国方面長 松本 真志氏

12/ 1㈮

12/19㈫

今日からあなたの人生が進化する！

講 師／(一社)倫理研究所
12/13㈬ 第863回MS テーマ／朝起きの極意

12/ 7㈭
師／㈲稲葉自動車 稲葉 洋一氏
12/14㈭ 第295回MS 講
テーマ／えひめ国体を終えて
師／坊っちゃん劇場
12/21㈭ 第296回MS 講
テーマ／人生の分岐点

講 師／（一社）日本介護職業能力育成機構
理事長 本宮 薫氏
テーマ／「★キラリ輝く★星に願いを☆願いはこの手に Ⅱ」
〜ベトナムからの挑戦〜
講 師／㈲宮本建築工房 代表取締役 宮本 篤氏
第893回MS
テーマ／半生を振り返り反省！「そして、これから」

講 師／楽農研究所 所長 菊地 義一氏

木曜日 ６：３０〜７：３０ 砥部町商工会館

郁恵氏

第892回MS

水曜日 ６：３０〜７：３０ 宇和島第一ホテル

12/ 6㈬ 第862回MS テーマ／未定

講 師／（一社）倫理研究所 参与 井上 茂勝氏
第294回MS
テーマ／３運

講 師／㈲豊誠建設 代表取締役会長 森
テーマ／これが良いの心〜事業編〜

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
講 師／（一社）倫理研究所 参与 新原 隆一氏
第890回MS
12/ 6㈬
テーマ／天候気候と事業の盛衰
講 師／生活環境コーディネーター 村上 美智代氏
第891回MS
12/13㈬
テーマ／目からウロコの片付けセミナー・

宇和島市倫理法人会

年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

12/18㈪ 18経営者の集い
：30〜19：30

講 師／㈱加來総合保険事務所 代表取締役 加來 正弘氏

講 師／元気ファクトリー 代表 小島 俊一氏
第629回MS
テーマ／中小企業の経営革新は何から生まれるのか？

12/13㈬ 第630回MS テーマ／小我を捨て、大我に生きる

講 師／（一社）倫理研究所
12/20㈬ 第309回MS テーマ／手習いの徳

12/20㈬ 18経営者の集い
：30〜19：30 テーマ／家族の絆

仲田 英里氏

年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。

新居浜別子倫理法人会

法人レクチャラー 赤山 芳隆氏

12/29㈮

水曜日 ６：3０〜７：3０ 今治国際ホテル

12/13㈬ 第618回MS テーマ／みる、見る、観る

ナイトセミナー 講 師／（一社）倫理研究所
12/19㈫ 18
：30〜19：30 テーマ／私の倫理実践

12/ 5㈫

12/ 7㈭

講 師／（一社）倫理研究所 法人局
第965回MS
名誉研究員 宇都 進一郎氏
テーマ／時流に乗った倫理法人会の誕生

12/21㈭ 第967回MS

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／アイソス㈱
代表取締役 田中 修司氏
12/ 6㈬ 第307回MS テーマ／夢は永遠に!!運命自招
師／愛媛県議会議員 渡部 浩氏
12/13㈬ 第308回MS 講
テーマ／県政全般及び県政裏話し

師／帝京第五高等学校 小林 昭則氏
12/ 8㈮ 第690回MS 講
テーマ／高校野球を通しての人間育成

俳優 近藤 誠二氏

講 師／司法書士浜田佳紀事務所 浜田 佳紀氏
講 師／(一社)倫理研究所 理事 東納 英一氏

12/22㈮ 第692回MS テーマ／心境向上
年末の為、本日のモーニングセミナーはお休みします。
12/29㈮

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／㈲末広モータース 末広 享三氏
第155回MS
12/ 1㈮
テーマ／毎日笑顔をつくって

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／平和建材産業㈱ 丸石 祐成氏
12/ 5㈫ 第555回MS テーマ／みんなで叶えた栄光の架橋

経営者の集い 講 師／㈱ウェルネスコーポレーション 代表取締役 大橋 由美子氏

12/ 7㈭ 18：30〜19：30 テーマ／明朗・愛和・喜働
講 師／㈱ウェルネスコーポレーション 代表取締役 大橋 由美子氏
12/ 8㈮ 第156回MS テーマ／親離れ 子離れ
講 師／愛友サポート㈱ 市川 和宏氏
12/15㈮ 第157回MS テーマ／倫理のお役を頂き自分が変れるか？
師／㈱中央電気保安協会 神野 真弓氏
12/22㈮ 第158回MS 講
テーマ／邂逅一本の電話から・・・
12/29㈮

第689回MS 講 師／栄養コンシェル合同会社 代表 堺原 千惠氏
テーマ／健康経営

師／宇和島市倫理法人会 那須 ふさの氏
12/12㈫ 第556回MS 講
テーマ／人生１００年の時代を生きる
講 師／(一社)倫理研究所
12/19㈫ 第557回MS テーマ／朝起きの極意

中国・四国方面長 松本 真志氏

12/26㈫ 第558回MS テーマ／welcome

講 師／㈲宮本建築工房 宮本 篤氏
モーニングセミナー

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

松山にぎたつ
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

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/

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
12月 4日I 〜 12月 7日L
12月11日I 〜 12月14日L
12月18日I 〜 12月21日L
12月25日I 〜 12月28日L

※都合により予定が変更となる場合があります。

四国中央市倫理法人会

普及拡大委員長

今治市倫理法人会

専任幹事

㈱ハラプレックス
愛媛県倫理法人会

社長

普及拡大委員長

森田

文子さん

菊川

琢哉さん

原

竜也さん

赤瀬

昭紀さん

