
長　野　県　倫　理　法　人　会　17単会　２０１９年　５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

年　月　日
講師：

元年５月２日

講師　吾妻倫理法人会　会長
　　　原町新聞販売所　所長
　　　斉藤　貴史氏

2019年5月3日

講師：長野市中央（倫）専任幹事
　　　㈲KBT
　　　久保田　俊之　氏

2019年5月7日(火)

講師：
長野県倫理法人会　相談役・法人ＳＶ
ミツヤジーホーム㈱
安江高治　氏

元年５月９日
講師：　松本中央倫理法人会　副会長
　　　　ベンリー松本あがた店
　　　　斉藤　弘之氏

2019年５月10日 講師：

2019年5月14日(火)
講師：
(一社)倫理研究所　法人スーパーバイザー
㈱のぐち　　野口起生　氏

元年５月１６日
講師：　うえだ農と食の会　会長
　　　　宮澤　正和氏

2019年5月17日
講師：㈲ハートコミュニケーションズ
　　　代表取締役
　　　仲　学　氏

2019年5月21日(火)
講師
カメラマン
宮本辰雄　氏

元年５月２３日
講師：　御代田町町長
　　　　小園　拓志　氏

2019年5月24日 講師：

2019年5月28日(火)
講師：
行政書士総合事務所　Ｄａ未来
小松　成一　氏

元年５月３０日
講師：　高崎東倫理法人会　相談役
　　　　真下労務サポートオフィス
　　　　真下　俊明氏

2019年5月31日
講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　法人スーパーバイザー
　　　戸田　栄造　氏

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

2019年5月1日(水)

講師：
しなの倫理法人会　会員
サンダースすずらん
町田　美佐子　氏

　元年５月４日 講師 年　　月　　日 講師

2019年5月8日(水)

講師： 
千曲倫理法人会　会員
㈱宮下商店
小林　博司　氏

元年５月１１日
講師：千曲市倫理法人会　専任幹事
　　　　　林　愛一郎氏

2019年5月7日 講師：

2019年5月15日(水)

講師： 
松本中央倫理法人会　副会長
ベンリー松本あがた店
斉藤　弘之　氏

元年５月１８日 講師： 2019年5月14日 講師：

2019年5月22日(水)

講師： 
(一社)倫理研究所　法人アドバイザー
㈲宮坂商事　取締役会長
宮坂　政宏　氏

元年５月２５日
講師：長野県倫理法人会　幹事長
　　　　　平田　睦美氏

2019年5月21日
講師：岡谷市産業振興部
　　　部長
　　　尾張　嘉紀　氏

2019年5月29日(水)

講師： 
しなの倫理法人会　会員
㈱のっこい　代表
浅井　茂　氏

年　　月　　日 講師： 2019年5月28日
講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　参事　法人アドバイザー
　　　小山　久雄　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

2019年5月2日(木)

講師：
小諸市倫理法人会　副会長
ファーム光　代表
武田　文雄　氏

5月2日 松本市　副会長　穂苅正裕氏 2019年5月1日 講師：

2019年5月9日(木)

講師：
伊那・木曽倫理法人会　MS委員長
合資会社　青山　専務
唐木　拓　氏

5月9日 茅野(倫)会長　西田武治氏 2019年5月8日
講師：長野県（倫）副事務長
　　　㈱藤林屋　常務取締役
　　　佐渡友　淳　氏

2019年5月16日(木)

講師：
長野市中央倫理法人会　幹事
自由民主党長野県参議院選挙区第四支部
小松　裕　氏

5月16日 伊那木曽　運営委員　唐木拓氏 2019年5月15日
講師：佐久平（倫）会長
　　　㈱西軽井沢自動車　代表取締役
　　　尾台　和彦　氏

2019年5月23日(木)

講師：
(一社)倫理研究所法人アドバイザー
ＳＯＣ㈱　代表取締役会長
朝倉 幹雄 氏

5月23日 法人SV　中西通夫氏 2019年5月22日
講師：長野県（倫）事務長
　　　㈱成進社印刷所　代表取締役
　　　北原　修　氏

2019年5月30日(木)
講師：

田中　理沙　氏
5月30日 松本中央　幹事　寺村照見氏 2019年5月29日

講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　参事　法人アドバイザー
　　　磯田　サヨ　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

2019年5月1日
御穂須々美神社
宮司　甲田圭吾　氏

5月1日 大原真弓氏 2019年5月3日 ＭＳ開催なし

2019年5月8日
みんなの家力財団
代表理事　木村里恵　氏

5月8日 長野市　会長　水島慎一氏 2019年5月10日
講師：佐久南倫理法人会　相談役
市川　伊知郎氏

2019年5月15日
法人アドバイザー
最上勝弘

5月15日 名誉研究員　井上茂勝 2019年5月17日
講師：飯田市倫理法人会　会長
幸森　信良氏

2019年5月22日
関東甲信越方面
方面長　有坂宏一

5月22日 岡谷　会長　林史章 2019年5月24日
講師：伊那・木曽倫理法人会
朝礼委員長
伊藤　巻廣氏

2019年5月29日
イミー（株）
取締役　井澤信章　氏

5月29日 伊南　副専任幹事　大川盛基氏 2019年5月31日
講師：一般社団法人倫理研究所
法人レクチャラー　大森隆博氏

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

2019年5月3日(金)
長野市中央倫理法人会　幹事
長野県参議院選挙区第４支部長
　小松裕　氏

2019/5/3
講師：      　DVD研修        
                
                

2019/5/1 DVD鑑賞

2019年5月10日(金)
佐久南倫理法人会　事務長
　(株)川上
　川上康秀　氏

2019/5/10 法人ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ　佐藤　英夫氏 2019/5/8
千曲倫理法人会専任幹事
（株）林不動産　林愛一郎氏

2019年5月17日(金)
日本リーダーシップ・オブ・マネジメント(株)
ドラッカー専門コンサルタント
　村瀬弘介　氏

2019/5/17 講師：茅野（倫）幹事　　住吉克明氏 2019/5/15 関東・甲信越方面長　有坂宏一氏

2019年5月24日(金)
伊南倫理法人会　専任幹事
　(有)長野地産
　竹松實　氏

2019/5/24 講師　長野市（倫）事務長　松橋信雄氏 2019/5/27 講師：

2019年5月31日(金)
（一社）倫理研究所
　法人アドバイザー
　藤本定明　氏

0201年5月31日講師：長野市中央（倫）会員　中村かずお氏 2019/5/29
伊那・木曽（倫）
（有）トモエ自動車商会
代表取締役社長　宮澤友浩氏

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

元　　年　５　月　２　日
講師シーバーススポーツクラブ
　　　　　　太田　靖子　　氏

2019年5月2日
講師：大宮五十鈴神社
　　　宮司　白鳥 俊明氏

元年５　月　９　日
講師：法人アドバイザー
　　　　　　戸栗　　敏　　氏

2019年5月9日
講師：(一社)日本ほめる達人協会
　　　特別認定講師　山口 まゆみ氏

元　年　５　月　１６　日
講師：長谷寺　住職
　　　　岡澤　慶澄　　氏

2019年5月16日

　講師：長野市中央倫理法人会
　　　　ＭＳ委員長
　　　　(株)黒姫和漢薬研究所
　　　　狩野 森氏　　　　
　　　　

元年５月２３日
講師：長谷寺　寺庭婦人
　　　　　岡澤　恭子　　氏

2019年5月23日

講師：(一社)倫理研究所
　　　法人ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ／倫理経営ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
　　　(株)古屋装身具商会　取締役会長
　　　古屋 哲男氏

元年５月３０日
講師：大岡診療所
　　　　　内場　廉　　　氏

2019年5月30日

講師：長野県倫理法人会　
　　　普及拡大副委員長／法人ﾚｸﾁｬﾗｰ
　　　(株)酒井商会　専務
　　　酒井 照代氏


