
長　野　県　倫　理　法　人　会　18単会　H３１年　３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３月７日 講師：法人アドバイザー　熊谷加舟氏 ３１年　３　月　１　日
講師：伊那・木曽(倫)副会長
　　　社会保険労務士法人田畑事務所
　　　所長　田畑　和輝　氏

2019年3月5日(火)

講師：
埼玉県草加市倫理法人会　相談役
㈱風間工務店　代表取締役
風間利高　氏

３１年３月１４日 講師：法人アドバイザー　　盛田良次氏 年　　月　　日 講師：

2019年3月12日(火)
講師：
長野市倫理法人会　会員
㈲村田商店　村田　滋　氏

３１年３月２１日
講師：NPO法人本途人舎　
　　　  代表理事　　大林晃美氏

３１年　３月１５　日
講師：神奈川県横須賀市(倫)会長
　　　㈱Laugh　代表取締役社長
　　　新海　唯吉　氏

2019年3月19日(火)
講師
千曲倫理法人会　事務長
㈲ルックス　田中孝和　氏

　３１年３月２８日
講師：長野市倫理法人会　事務長　
　　　  松橋信雄氏

年　　月　　日 講師：

2019年3月26日(火)
講師：
㈱まちなみカントリープレス
取締役　営業部長　原山祐一　氏

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：

　31年3月2日
講師: 佐久南倫理法人会
　事務長　 
     川上　康秀氏

年　　月　　日 講師：

2019年3月6日(水)
講師： 
(一社)倫理研究所　名誉研究員
丸本征雄　氏

３１年　３月９日
講師：佐久南倫理法人会
　　　顧問　　　　　　　　
　　　依田　明善氏

年　　月　　日 講師：

2019年3月13日(水)
講師： 
しなの倫理法人会　顧問
長野県議会議員　村石正郎　氏

３１年３月１６日
講師： 　佐久南倫理法人会
　会員
　菊池 千春　氏

３１年　３月　１２日
講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　普及事業部　部長
　　　和田　毅　氏

2019年3月20日(水)
講師： 
岡学園トータルデザインアカデミー
校長　　岡　正子　氏

３１年３月２３日
講師:千葉県上総安房地区地区長　
　　渡邉　元貴氏

３１年　３月　１９日
講師：小諸市(倫)MS委員長
　　　碧維
　　　竹内　徹　氏

2019年3月27日(水)

講師： 
長野市倫理法人会　会員
㈱フィナンシャルパートナーズジャパン
福田雄一　氏

３１年３月３０日 講師： 年　月　日 講師：

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：
　

3月7日 上田　会長　羽田憲史氏 年　　月　　日 講師

2019年3月7日(木)

講師：
(一社)倫理研究所　法人アドバイザー
(医)沢矯正歯科医院　院長
澤秀一郎　氏

3月14日 名誉研究員　新原隆一氏 31年　３月　　６日 講師：

2019年3月14日(木)

講師：
(一社)倫理研究所　法人アドバイザー
㈱丸満　取締役会長
鹿島節子　氏

3月21日 松本市（倫）市議会議員青木崇氏 ３１年　　３月　１３　日
講師：伊南(倫)専任幹事
　　　㈲長野地産　代表取締役
　　　竹松　實　氏

2019年3月21日(木)
講師：
　

3月28日 松本中央（倫）斎藤弘之氏 ３１年　　３月　　２０日

講師：神奈川県(倫)研修委員長
　　　㈱バリューエージェント　
　　　横浜支店　支店長
　　　信太　大輔　氏

2019年3月28日(木) 講師： 講師： ３１年　　３月　２７日講師：

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

年　　月　　日 講師 3月6日 松本中央会員 平田和文 2019年3月1日
講師：
長野県倫理法人会　監査
伊東　正人氏

　　2019年3月6日
講師：
上田有機楽農会
会長　宮澤正和　氏

3月13日 上田市　吉澤広喜氏 2019年3月8日 講師：

2019年3月13日
講師：
千曲倫理法人会
副専任幹事　竹内正美

3月20日 倫理研究所　赤木麻紀氏 2019年3月15日
講師：
長野県議会議員
古田　芙士氏

2019年3月20日
講師：
食育アドバイザー
大塚　貢

3月27日 千曲　北沢博志氏 2019年3月22日

講師：
一般社団法人倫理研究所
名誉研究員
戸田　徹男氏

2019年3月27日
講師：
法人アドバイザー
磯田　サヨ

講師： 2019年3月29日
講師：
長野県倫理法人会　普及拡大副委員長
酒井　照代氏

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 3月 1日
小諸市倫理法人会　会員
　べっぴん工房
　市川弥浩　氏

3/1

講師：        松本市（倫）
青年委員長　西山明宏氏
     
                
                

年　月　日 講師

31年 3月 8日
小諸市倫理法人会　会長
　劇団佐久サムライ
　小林哲子　氏

2019/03/08 講師： 年　月　日 講師

31年 3月 15日
小諸市倫理法人会　監査
　北佐久園芸（株）
　山本富士雄　氏

2019/03/15
講師：小諸市（倫）専任幹事
佐藤　康弘氏 年　月　日 講師：

31年 3月 22日
東京都倫理法人会　副幹事長
　（株）アヴァンシック
　　大津菜穂子　氏　

2019/03/22
講師　安曇野（倫）　ＭＳ委員長
吉見繁憲氏 年　月　日 講師：

31年 3月 29日
神奈川県鎌倉市倫理法人会　副会長
　法人レクチャラー
　皆川美保子　氏

2019年3月29日
講師：倫理研究所
　法人ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　澤秀一郎氏 年　月　日 講師：

千曲倫理法人会　　TEL026-261-5205　　MS　木曜日　開催

南
信
地
区

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

年　　月　　日
講師:  
　　　　 2019年3月7日

講師：上田市(倫)・東信地区長
　　　法人レクチャラー
　　　(株)丸陽　社長
　　　小林　直文氏

31年３月7日

講師：北信地区長
　　　　　　関屋税理士事務所
　　　　　　　関屋　光雄　　氏
　　　　　　

2019年3月14日
講師：(一社)倫理研究所
　　　関東甲信越方面担当研究員
　　　柳下　文寛氏　

31年　3月　14日
講師：関東甲信越方面　方面長
有坂　宏一　　氏

2019年3月21日

講師：伊南倫理法人会　相談役
　　　県・普及プロジェクトT
　　　法人レクチャラー
　　　南信工営(株)
　　　竹松　寿明氏

３１年　３月２7　日 休講 2019年3月28日
講師：伊南倫理法人会　会員
　　　長野県議会議員
　　　佐々木　祥二氏

1931年3月28日
講師：佐久南倫理法人会　相談役
　　　　　（有）カクニ
　　　　　　　　林　克比古　　氏

講師：


