
長　野　県　倫　理　法　人　会　１７単会　令和元年　６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：

2019年６月６日
講師　小諸市倫理法人会　会員
　　　　　　山田 利彦 氏 

2019年6月7日
講師：上嶋ネットコンサルティング
　　　オフィス　代表
　　　上嶋　悟　氏

2019年6月4日(火)

講師：
(一社)倫理研究所　法人スーパーバイザー
㈱新日本石匠　代表取締役
鷹觜信明　氏

　2019年６月13日
講師：　上田市倫理法人会　会員
　　　　（財）みんなの家力財団代表理事
　　　　　　　木村 理恵 氏

2019年6月14日
講師：江戸川区倫理法人会　会員
㈱グローバルリーダーズアカデミー
高嶋　由香　氏

2019年6月11日(火)

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

　2019年６月２０日
講師：　加須・羽生倫理法人会　会長
　　　　（一社）つむぎ
　　　　　　稲見 雅文 氏

2019年6月21日

講師：甲府南(倫)副専任幹事
　　　網野　雅貴　氏
　　　山梨県(倫)MS委員長
　　　網野　千鶴　氏

2019年6月18日(火)

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

　　2019年6月27日
講師：（一社）倫理研究所法人アドバイザー
　　　　㈱古屋装身具商会　取締役会長
　　　　　　古屋 哲男 氏

年　　月　　日
講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　　法人スーパーバイザー
　　　　佐藤　英夫　氏

2019年6月25日(火)

講師：
長野県倫理法人会　後継者倫理塾塾長
市川モータース㈱代表取締役
市川英治　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　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

　年　月　日
講師：

2019年6月1日
講師：深谷市倫理法人会　相談役
　　　　川邉　洋一　氏

2019年6月4日

講師：（一社）倫理研究所
　　　　名誉研究員
　　　　丸本　征雄　氏

2019年6月5日(水)
講師： 
(一社)笑い文字普及協会公認
初級トレーナー　　住井さなえ　氏

2019年6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　小山　久雄　氏

年　　月　　日 講師：　　

2019年6月12日(水)

講師： 
伊南倫理法人会　幹事
合同会社　サントップ　代表
伊東正人　氏

2019年6月15日
講師：飯田市倫理法人会　幹事
　　　関嶋　芳男　氏 

年　　月　　日
講師：Ｆ＆Ｈ　代表
　　　橋本　晶子　氏

2019年6月19日(水)

講師： 
福島県倫理法人会　普及拡大委員長
㈱夢企画　代表取締役
川崎葉子　氏

2019年6月22日
講師：長野県倫理法人会　諏訪副地区長
　　　林　正勝　氏

2019年6月25日
講師：伊那・木曽(倫)ＭＳ委員長
　　　（資）青山
　　　唐木　拓　氏

2019年6月26日(水)

講師： 
長野市中央倫理法人会　幹事
㈱黒姫和漢薬研究所
狩野　森　氏

2019年6月29日
講師: 茂来学園しなのイエナプランスクール
　　　大日向小学校長　校長
　　　　桑原　昌之　氏

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：
　

6月6日
講師：松本市倫理法人会
運営委員会
神宮寺良友氏

2019年6月5日
講師：アクティブブレイン協会
　　　ベーシックコース認定講師
　　　榎本　明美　氏

2019年6月6日(木)
講師：
元リッツ・カールトン日本支社長
高野　登　氏

6月13日

"講師：倫理研究所
名誉研究員 田形健一氏"                
                
                

2019年6月12日

講師：蔵スタジオ三谷
4オクターブシンガーヴォイス
トレーナー
三谷　乃子　氏

2019年6月13日(木)

講師：
茅野倫理法人会　専任幹事
れんげ草
日達あけみ　氏

6月20日
長野県　東信地区長
小林直文氏

2019年6月19日日
講師：茅野(倫)会員
　　　北澤　健二　氏

2019年6月20日(木)

講師：
上田市倫理法人会　顧問
上田市長
土屋陽一　氏

6月27日
信州伴走伴歩協会
大谷拓哉氏

2019年6月26日
講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　　参事　法人アドバイザー
　　　　高野　睦子　氏

2019年6月27日

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

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

2019年6月5日
伊南倫理法人会
会長　細江友子

6月5日 営マッチング　代表　品ケ瀬和郁氏

2019年6月12日
法人スーパーバイザー
河合伴治

6月12日 2019/06/07
講師：千曲倫理法人会　専任幹事
林　愛一郎氏

2019年6月19日
長野市中央倫理法人会
幹事　小松　裕

6月19日 飯田市（倫）専任幹事　竹内昇五氏 2019/06/14
講師：(一社)倫理研究所
法人アドバイザー　最上勝弘氏

2019年6月26日
茅野倫理法人会
専任幹事　日達あけみ

6月26日 法人ＡＤ　岡村建一　　 2019/06/21
講師：飯田信用金庫
地域サポート部　リニア対策課
加藤　修平氏

年　　月　　日 講師： 講師： 2019/06/28
講師：長野県倫理法人会　副幹事長
濱　恭子氏

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6月7日
（一社）倫理研究所
　関東・甲信越方面長
　有坂宏一　氏

2019/06/07

講師：      松本中央（倫）
朝礼委員長　
上條　啓子氏
        
                
                

2019/06/05 しなの倫理法人会　幹事　宮澤昭子氏

2019年6月14日
（一社）倫理研究所　参事
　イカリ消毒（株）
　黒澤眞次　氏

2019/6/14

講師：（一社）倫理研究所
法人ﾚｸﾁｬﾗｰ　鴨井　保夫氏

2019/06/12
法人レクチャラー・埼玉県女性副委員長
花輪喜美江氏

2019年6月21日
　足立区西倫理法人会　副専任幹事
　世界一幸せな歌う講演家
　古市佳生　氏

2019/6/21

講師：長野県（倫）
朝礼委員長
　亘　直彦氏

2019/06/19
松本中央倫理法人会
上條　啓子氏

2019年6月28日
（一社）倫理研究所　法人レクチャラー
　（株）岡田運輸
　　岡田明久　氏

2019/06/28 シンガーソングライター　藤森敬一氏 2019/06/24 講師：

講師： 講師： 2019/06/26
小諸市倫理法人会会長
劇団佐久サムライ
小林哲子氏

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

２０１９年　６月６日
講師 埼玉県越谷市倫理法人会　監査
　　　　　中村　猛　　　　　氏 講師：

2019年６月１３日
講師：千曲倫理法人会　顧問
　　　　坂城町町長
　　　　　　山村　弘　　氏

2019年6月6日

講師：長野県倫理法人会　幹事長
　　　法人レクチャラー
　　　(有)伊賀良設備
　　　専務取締役　　平田　睦美氏

2019年　６月２０日
講師：千曲倫理法人会　　顧問
　　　　長野県議会議員
　　　　　　　　荒井　武志　　氏

2019年6月13日

　講師：埼玉県桶川市倫理法人会　会長
　　　　法人ﾚｸﾁｬﾗｰ・倫理経営ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
　　　　(株)三井PCO
　　　　代表取締役　　李 炳東氏

２０１９年６月２７日
講師：千曲倫理法人会　副専任幹事
　　　　長野県議会議員
　　　　　　　　竹内　正美　　氏

2019年6月20日
              オフィス You
　　　　代表　　宮澤　京子氏

講師： 2019年6月27日

講師：長野県倫理法人会　会長
　　　法人レクチャラー
　　　(株)黒姫和漢薬研究所
　　　代表取締役社長　　狩野　土氏


