
長　野　県　倫　理　法　人　会　１７単会　H3１年　２月　モーニングセミナー　早見一覧表

北　
信　
地　
区

長野市倫理法人会　　TEL026-286-1870　　MS　火曜日　開催

東　
信　
地　
区

小諸市倫理法人会　　TEL0267-78-5181　　MS　木曜日　開催

諏
訪
地
区

諏訪倫理法人会　　TEL0266-21-7103　　MS　金曜日　開催

会場　メルパルクNAGANO　　TEL026-225-7800 会場　小諸グランドキャッスルホテル　　TEL0267-22-8000 会場　四賀地区公民館　赤沼分館　　TEL0266-58-2894

年　月　日
講師：

３１年２月７日 講師：法人スーパーバイザー　福田康生氏 2月1日
講師：茅野(倫)事務長
　　　かたりべ工房　代表
　　　半田　みゆり　氏

2019年2月5日(火)

講師：
長野県(倫)特命相談役
円福友の会　会長　藤本光世　氏
キムホン・タイ　氏

３１年２月１４日 講師：　宇都宮北倫理法人会　会員　　　　　　　　　　塚田昌弘氏2月8日
講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　　参事　法人アドバイザー
　　　　若槇　正子　氏

2019年2月12日(火)

講師：
長野市中央倫理法人会　会員
とんかつ＆ﾋｰﾘﾝｸﾞﾊｳｽえん
中村かずお　氏

３１年２月２１日 講師：　佐久平倫理法人会　副会長　　　　　　　　　永井拓也氏2月15日 講師：甕　倫太　氏

2019年2月19日(火)

講師
(一社)倫理研究所　法人アドバイザー
㈱貸衣裳タカラ　相談役会長
高野睦子　氏

３１年２月２８日 講師：　練馬区倫理法人会　会員　　　　　　　　　　小宅春樹氏2月22日
講師：歴史ライター
　　　黒武者　因幡　氏

2019年2月26日(火)
講師：
　

講師：

しなの倫理法人会　　TEL026-286-1870　　MS　水曜日　開催 佐久南倫理法人会　　TEL0267-78-5341　　MS　土曜日　開催 岡谷市倫理法人会　　TEL0266-21-7103　　MS　火曜日　開催

会場　スザカ迎賓館　　TEL026-246-3333 会場　小諸グランドキャッスルホテル　　TEL0267-22-8000 会場　ホテルクラウンヒルズ岡谷　　TEL0266-24-0100

　年　月　日
講師：

　　年　月　日 講師

2019年2月6日(水)
講師： 
しなの倫理法人会　会員
回想プロジェクト　清水まなぶ　氏

31年2月9日
講師
キムホン・タイ氏
円福友の会会長　藤本光世氏

2月5日
講師：（一社）倫理研究所法人局参事
　　　　法人アドバイザー
　　　　古屋　哲男　氏

2019年2月13日(水)
講師： 
㈱長印須坂青果市場　代表取締役社長
内藤武彦　氏

31年　2月16日 講師： 佐久南倫理法人会　相談役　　　　　　　　　市川　伊知郎氏2月12日
万人幸福の栞
DVD研修会

2019年2月20日(水)
講師： 
千葉県倫理法人会　副会長
行徳紙工㈱　本多一之　氏

31年2月23日 講師： 佐久南倫理法人会　副会長　　　　　　　　髙見澤　勉氏2月19日
講師：しなの(倫)MS委員長
　　　㈱関木工所　代表取締役社長
　　　関　裕朗　氏

2019年2月27日(水)
講師： 
ＭＩＲＡＩ　代表
山本友子　氏

年　　月　　日 講師： 2月26日

講師：長野県(倫)国際ボランティア副委員長
　　　　　㈱宮下商店　代表取締役社長
　　　　　宮下　繁明　氏

長野市中央倫理法人会　TEL026-286-1870　MS　木曜日　開催

中　
信　
地　
区

松本市倫理法人会　　TEL0263-50-6014　　MS　木曜日　開催 茅野倫理法人会　　TEL0266-21-7103　　MS　水曜日　開催

会場　メルパルクNAGANO　3F　TEL026-225-7800 会場　ホテル　ブエナビスタ　　TEL0263-37-0111 会場　茅野駅前公会堂　　TEL0266-82-1157

年　月　日
講師：
　

2月7日
講師：倫理研究所　法人スーパーバイザー
佐藤英夫氏 年　　月　　日 講師

2019年2月7日(木)

講師：
㈲三栄プランニング　代表取締役
命理学研究所　うみのり　代表
迫田海乗　氏

2月14日 松本中央（倫）会長　中村弘明氏 2月6日
講師：伊南(倫)　会長
　　　㈱アーク　代表取締役
　　　細江　友子　氏

2019年2月14日(木)
講師：
特定非営利活動法人のぞみ
代表理事　伝田景光　氏

2月21日 松本市　専任幹事　吉岡伸一 2月13日
講師：松本中央(倫)幹事
　　　㈱さつき　代表
　　　上條　啓子　氏

2019年2月21日(木)

講師：
東京都(倫)後継者倫理塾　塾長
NPO法人ヒューレック研究会
棚橋正光　氏

2月28日 講師：小諸（倫）MS委員長 竹内 徹氏 2月20日
講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　法人スーパーバイザー
　　　福田　康生　氏

2019年2月28日(木)
講師：
長野市中央倫理法人会　顧問
長野県議会議員　西澤正隆　氏

講師： 2月27日
講師：MHaudio　代表
　　　星野　まさる　氏

東　
信　
地　
区

上田市倫理法人会　　TEL0268-29-7149　　MS　水曜日　開催 安曇野倫理法人会　　TEL0263-88-9828　　MS　水曜日　開催

南
信
地
区

飯田市倫理法人会　　TEL0265-53-6300　　MS　金曜日　開催

会場　上田温泉　ホテル祥園　　TEL0268-22-2353 会場　成相コミュニティセンター　　TEL0263-27-6946 会場　殿岡温泉　湯元　湯～眠　TEL0265-28-1111

31年2月6日
講師
キムホン・タイ氏
円福友の会会長　藤本光世氏

2月6日 茅野市 住吉克明 幹事 2019年2月1日
講師：伊南倫理法人会　会長
細江　友子氏

31年2月13日
講師：
イミー（株）代表取締役　井澤信章氏

2月13日 千曲市 小林博司 会員 2019年2月8日

講師：
法人ＳＶ　工藤直彦氏
キムホン・タイ氏
円福寺　藤本光世氏

31年2月20日
講師：
長野市中央倫理法人会
MS委員長　狩野　森

2月20日 松本市 西山明宏 青年委員長 2019年2月15日
講師：伊南倫理法人会　副専任幹事
大川　盛基氏

31年2月27日
講師：
さいたま市浦和区倫理法人会
相談役　小山福松

2月27日 倫理研究所　法人スーパーバイザー工藤直彦氏 2019年2月22日
講師：元松川町教育長
鋤柄　郁夫氏

年　　月　　日 講師： 講師： 講師：

佐久平倫理法人会　　TEL0267-66-6303　　MS　金曜日　開催 松本中央倫理法人会　　TEL0263-88-9828　　MS　金曜日　開催 伊那・木曽倫理法人会　TEL0265-74-0417　　MS　水曜日　開催

会場　佐久平プラザ21　２F　『椿１』　TEL0267-65-8811 会場　ホテルモンターニュ松本　１Fソネット　　TEL0263-35-6480 会場　伊那商工会館　　TEL0265-74-0417

31年 2 月 1 日
講師：佐久平倫理法人会　会員
　　　デンタルフォレストなかむら歯科
　　　中村　通　氏

2/1
(株)スタイルプラス
代表取締役　村上博志氏

2019/2/6 伊南倫理法人会　事務長　塩澤康一氏

31年 2 月 ８ 日 講師：法人スーパーバイザー
　　　鷹嘴　信明　氏 2/8

法人スーパーバイザー
　　　　　　荒井久満氏
石川県（倫）中野宏一氏

2019/02/13 ＤＶＤ鑑賞

31年 2 月 15 日
講師：佐久平倫理法人会　会員
　　　長野スーパー（株）
　　　倉島　悟　氏

2/15
講師：佐久平（倫）監査
木内　藤人氏 2019/02/20 伊那市議会議員　田畑正敏氏

31年 2 月 22 日
講師：特定非営利活動法人
　　　キッズドリーム　理事長
　　　市川　和美　氏

2/22
講師：伊南（倫）
　　　会長　細江友子氏

2019/02/25 伊那木曽倫理法人会　副事務長　関元子氏

講師： 講師： 2019/02/27 法人ＳＶ・（株）加藤製材所　加藤景司氏

千曲倫理法人会　　TEL026-261-5205　　MS　木曜日　開催 伊南倫理法人会　TEL0265-82-6601　　MS　木曜日　開催

会場　稲荷山温泉　杏泉閣　　TEL026-272-1154 会場　駒ヶ根商工会館　４F　中会議室　　TEL0265-82-6601

31年　2　月　7　日
家庭倫理の会　東北信　会長
　　　浅田　栄蔵　　氏

2019年2月7日
講師：南信州ｱｳﾄﾄﾞｱ協議会　代表
　　　アウトドアショップＫ　代表
　　　木下　啓氏

３１年２月１４日
講師：千曲倫理法人会　顧問
坂城町　町長　　山村　　弘　　氏

2019年2月14日
講師：大法寺　ご住職
　　　藤塚　義誠師

３１年　２月　２１日
講師：千曲倫理法人会　会員
千曲市議会議員
荻原　光太郎　　氏

2019年2月21日
　講師：宮田村　真慶寺
　　　　ご住職　赤尾　義道師

３１年２月　２８日

講師：　　法人SV
　　　　　　　　荒井　久満　　氏
　　　　　東京都渋谷区中央（倫）　相談役
　　　　　　　　米元　正子　　氏

2019年2月28日

講師：(株)五十嵐商会
　　　会長　五十嵐　勝昭氏
　　　
　　　髙尾設備工業(株)　
　　　代表取締役　髙尾　博司氏

講師： 講師：


