
長　野　県　倫　理　法　人　会　18単会　H３１年　４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　ベルファイン橋場　　TEL0266-53-6800

2019年4月2日(火)

講師：
飯田市倫理法人会　会長
幸森企画
幸森信良　氏

　３１年４月２日
講師：明治大学サービス創新研究所
　　　客員研究員
　　　個人投資家　生方　正氏

３１年　４月　５日 講師

2019年4月9日(火)
講師：
(一社)倫理研究所　名誉研究員
戸田徹男　氏

　３１年４月１１日
講師：（一社）倫理研究所　名誉研究員
　　　 宇都進一郎氏

３１年　４月　１２日
講師：（一社）倫理研究所法人局参事
　　　法人アドバイザー
　　　平野　健二氏

2019年4月16日(火)

講師：
しなの倫理法人会　会員
回想プロジェクト
清水　学　氏

　３１年４月１８日
講師：飯田市倫理法人会　幹事/　㈲福島木工
　　　福島　広氏

３１年　４月　１９日 講師：

2019年4月23日(火)

講師
伊南倫理法人会　会長
㈱アーク
細江友子　氏

　　年　　月　　日
講師：chiyoiro〜ちよいろ助産院　　
　　　助産師　　　　　　　　　　　　　
　　　高橋　智恵氏

３１年　４月　２６日 講師：

2019年4月30日(火)
講師：

ＤＶＤ
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　佐久穂町商工会館　　TEL0267-86-2275 会場　ホテルクラウンヒルズ岡谷　　TEL0266-24-0100

　31年4月3日
講師：
アクサ生命保険㈱長野支社北信営業所
小橋　豊　氏

31年4月6日
講師：　明治大学サービス創新研究所
　　　　　　　　　　　客員研究員
　　　　個人投資家　　生方　正　氏

３１年　４月　２日 万人幸福の栞　DVD研修

　31年4月10日
講師： 
　㈱共栄 社長     太田　信　氏

３１年４月１３日
講師：群馬県館林市専任幹事
　　　　神谷　文江氏

３１年　４月　９日
講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　　法人スーパーバイザー
　　　　三石　博明　氏

　31年4月17日
講師： 
「しあわせ家」田尻木材㈱  代表取締役
　田尻　博巳　氏

３１年４月２０日 講師： ３１年　４月　１６日
講師：元ザ・リッツ・カールトン日本
　　　支社長
　　　高野　登　氏

　31年4月24日

講師： 
(一社)倫理研究所　法人スーパーバイザー 
大村秀明　氏
新潟県(倫)新潟地区副地区長/ ㈱BBS新潟代表取締役
栗山　靖子　氏

３１年４月２７日
講師：伊那・木曽倫理法人会
　　　唐木　拓氏

３１年　４月　２３日
講師：松本中央（倫）朝礼委員長
　　　㈱さつき　代表取締役
　　　上條　啓子　氏

年   月  日
講師： 
　

年　　月　　日 講師： ３１年　４月　３０日
講師：福岡市倫理法人会　相談役
　　　ジェイ・コスモ㈱　代表取締役
　　　大島　修治　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

31年4月4日

講師：
松本市倫理法人会　幹事
山越教順堂治療院　院長
山越　教雄　氏

31年　4月　4日 講師：法人SV　福田康生 ３１年　４月　３日
講師：長野県(倫)東信副地区長
　　　ファーム光
　　　武田　文雄　氏

31年4月11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　院長
中村　通　氏

31年　4月　11日 講師：長野県　相談役　中村八惠子氏 ３１年　４月　１０日
講師：シンガーソングライター
　　　藤森　敬一　氏

31年4月18日

講師：
長野市中央倫理法人会　会員
㈱ファミリア表参道　代表取締役
寺島　明彦　氏

31年　4月　18日 講師：安曇野　事務長吉見繁憲氏 ３１年　４月　１７日
講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　　法人スーパーバイザー
　　　　井戸垣　昌延　氏

31年4月25日

講師：
(一社)倫理研究所　法人スーパーバイザー
大江建築設計事務所　主宰
大江　義夫　氏

31年　4月　25日 講師：松本盲学校　校長　矢野口仁氏 ３１年　４月　２４日
講師：小諸市（倫）専任幹事
　　　佐藤新聞店
　　　佐藤　康弘　氏

講師： 講師： 年　　月　　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

31年4月3日

講師：
明治大学サービス創新研究所
客員研究員　個人投資家
生方　正　氏

4月3日 長野中央　女性委　清水厚子氏 2019年4月5日
講師：一般社団法人倫理研究所
首都圏方面　副方面長　丸本　敏文氏
法人レクチャラー　　　連　友也氏

３１年４月１０日
講師：
地酒屋　宮島
代表　宮島国彦　氏

4月10日 佐久 監査 木内藤人 氏 2019年4月12日
講師：
有限会社トライアド　代表取締役
桑原　利彦氏

31年4月17日

講師：
法人局普及事業部主席
北海道・東北方面　方面長
那須　隆

4月17日 松本市　専任幹事　吉岡伸一氏 2019年4月19日
講師：
千葉市中央区(倫)　千葉桂子様ほか6名

31年4月24日
講師：
ドリームウィングス合同会社
代表社員　東久保　貴之　氏

4月24日 倫理研究所　法人局顧問　山田長司氏 2019年4月26日
講師：伊那・木曽倫理法人会
モーニングセミナー委員長
唐木　拓氏

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　4月　5日
講師：　明治大学サービス創新研究所
　　　　　　　　　　　客員研究員
　　　　個人投資家　　生方　正　氏

4/5 小諸市　甘利　卓美氏 2019/04/03 CYK伊那の会　金澤幸宣氏

31年　4月　12日
講師：　茅野倫理法人会　会長
　　　　　西田　武治　氏 2019/04/12 講師：伊南（倫）副専任幹事　大川盛基氏 2019/04/10

一真堂飯田市鼎店
岩間　博明氏

31年　4月　19日
講師：　一般社団法人倫理研究所
　　　　　　名誉研究員
　　　　　井上　茂勝　氏

2019/04/19 倫理研究所　法人AD　安江高治氏 2019/04/17
講師：
法人局教育事業部研究員　松枝秀雄氏
宮城県（倫）副会長　扇功氏

31年　4月　26日
講師：　伊南倫理法人会　会長
　　　　　細田　友子　氏 2019/04/26 長野県　広報副委員長　藤森常昭氏 2019/04/22 伊那・木曽倫理法人会　会長　田口直幸氏

年　月　日 講師： 講師： 2019/04/24 伊那・木曽（倫）幹事　宮澤豊和氏

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

31年4月4　
講師：　伊那木曽倫理法人会
　　　　　　専任幹事
　　　　　伊澤　芳夫　　氏

2019年4月4日
講師：伊南倫理法人会　会員
　　　(株)KOUSEI　代表取締役
　　　森　光星氏

３１年４月１１　日
講師：長野県自衛隊家族会　会長
　　　　さらしなルネッサンス　副会長
　　　　　　　　西澤　賢史　　氏

2019年4月11日

講師：神奈川県(倫)普及拡大副委員長
　　　横須賀市(倫)副会長　法人ﾚｸﾁｬﾗｰ
　　　プリフラ・sayumi　代表
　　　伏見　サユミ氏

31年4月１８　日
講師：栃木県栃木市倫理法人会　相談役
渡邊有紀子　　氏

2019年4月18日
　講師：赤穂カメラ　代表
　　　　小町屋　悦男氏

３１年４月　２５日
講師：愛知淑徳大学ビジネス学部教授
真田　幸光　　氏

2019年3月25日

講師：長野県(倫)ＭＳ委員長
　　　法人レクチャラー
　　　ホテル玉之湯　取締役会長
　　　山﨑　良弘氏

講師： 講師：


