
長　野　県　倫　理　法　人　会　１７単会　　　令和　　元　年　　７　　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7月2日(火)

講師：
長野市中央倫理法人会　会員
スタジオベスト　主宰
田中真弓　氏

2019年　7　月　4　日
講師　渋川市倫理法人会幹事
　　　松本光男氏

2019年7月5日
講師：長野県(倫)青年委員長
　　　㈲かふね
　　　小木曽　雄貴　氏

2019年7月9日(火)

講師：
千曲倫理法人会　副専任幹事
サポートオフィスアン
竹内正美　氏

2019年　7　月　11　日
講師：吾妻倫理法人会専任幹事
　　　飯塚淳司氏

2019年7月12日
講師：㈲エスワイエス　専務取締役
　　　岡谷市議会議員
　　　吉田　浩　氏

2019年7月16日(火)

講師：
長野県倫理法人会　東信地区長
㈱丸陽　代表取締役
小林直文　氏

2019年　7　月　18　日
講師：　岩手県倫理法人会相談役
　　　　又川俊三氏

2019年7月19日
講師：諏訪(倫)会員
　　　㈱TTPコンサルティング
　　　中村　啓紀　氏

2019年7月23日(火)

講師
松本市倫理法人会　会長
㈱ナベリン・ティー・ブイ　代表取締役
島　高之　氏

2019年　7　月　25　日
講師：　立科町町長
　　　　両角正芳氏

2019年7月26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

2019年7月30日(火)

講師：
長野県倫理法人会　副幹事長
㈱オレンジゼリー本舗
濵　恭子　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

2019年7月3日(水)

講師：
(一社)倫理研究所　法人スーパーバイザー
㈲福田電気　代表取締役
福田　康生　氏

　　2019年7月6日
講師：小諸市倫理法人会
　　　　市川　弥浩　氏

2019年7月2日
講師：長野市中央(倫)専任幹事
　　　㈲KBT　代表取締役社長
　　　久保田　俊行　氏

2019年7月10日(水)
講師：
リハビリケア㈱　代表取締役
中川　智之　氏

2019年7月13日
講師：佐久南倫理法人会　専任幹事
　　　　　田中　清光　氏

2019年7月9日
講師：（一社）倫理研究所　名誉研究員
　　　　田形　健一　氏
　　　　

2019年7月17日(水)
講師：
野菜ソムリエプロ
増田　朱美　氏

2019年7月20日

講師： （一社）倫理研究所　次席
　　　　関東・甲信越方面長
　　　　有坂　宏一　氏

2019年7月16日 万人幸福の栞　DVD勉強会

2019年7月24日(水)
講師：
農楽里ファーム　代表
遠藤　夏緒　氏

2019年7月27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 2019年7月23日

講師：茅野(倫)幹事
　　　太陽女性研究所　所長
　　　住吉　克明　氏

2019年7月31日(水)
講師：
あなた研究-あなた治療in 院長
中川　実　氏

年　　月　　日 講師： 2019年7月30日
講師：アンフィニ　―No Limit―　代表
　　　榎本　明美　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7月4日(木)
講師：
ドリームウィングス㈱ 代表取締役社長
東久保　貴之　氏

7月4日
松本（倫）運営委員
フコク生命　佐藤義人氏

2019年7月3日
講師：茅野(倫)会員
　　　営マッチング　代表
　　　品ヶ瀬　和郁　氏

2019年7月11日(木)

講師：
プルデンシャル生命㈱長野支社
第2営業所長
中澤　みゆき　氏

7月11日 倫理研究所　法人SV　小山秀一氏 2019年7月10日
講師：長野県(倫)相談役
　　　㈱小林創建　代表取締役会長
　　　小林　政幸　氏

2019年7月18日(木)

講師：
長野県倫理法人会青年委員長
㈲かふね
小木曽　雄貴　氏

7月18日
法人レク　丸山春治
新潟県小千谷市　相談役

2019年7月17日

講師：松本中央(倫)幹事
　　　エクゼクティブツアー㈱
　　　代表取締役
　　　岡澤　雄　氏

2019年7月25日(木)
講師：

7月25日 長野県　女性委員長　清水厚子 2019年7月24日
講師：千曲(倫)会員
　　　㈱宮下商店営業開発課課長
　　　小林　博司　氏

講師：
講師： 2019年7月31日

講師：㈲ハートコミュニケーションズ
　　　代表取締役
　　　仲　学　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7月3日
栃木県倫理法人会
会長　阿久津静雄

7月3日 伊藤巻廣氏 2019年7月5日
講師：
宅老所ふれあい街道ニイハオ
元所長　樋口顕勇氏

2019年7月10日
法人スーパーバイザー
小山秀一

7月10日
長野市倫　事務長
松橋信雄氏

2019年7月12日
講師：福岡県福岡市倫理法人会
相談役　大島修治氏

2019年7月17日
信州大学名誉教授理学博士
中本信忠　氏

7月17日 長野県 (倫)幹事長 平田睦美氏 2019年7月19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

2019年7月24日
新潟県後継者倫理塾
塾長　金子秀樹

7月24日
長野県（倫）広報委員長
中沢朝幸氏

2019年7月26日
講師：
長野県(倫)モーニングセミナー副委員長
吉見　繁憲氏

2019年7月31日
うえだ農と食の会
会長　宮沢正和　氏

7月31日 上田(倫) 幹事 黒澤 忠氏 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

2019年　7月　5日
御代田町長　
小園　拓志　氏 2019/7/5

講師：       （一社）倫理研究所
法人スーパーバイザー
小山　秀一氏
       
                
                

2019/07/03
長野県倫理法人会女性委員長
（株）ゆう　代表取締役
清水厚子氏

2019年　7月　12日
佐久市長
栁田　清二　氏 7/12

講師：諏訪（倫）幹事
大石　壮太郎氏 2019/07/10

群馬県倫理法人会副会長
野本　光男氏

2019年　7月　19日
兵庫県神戸市倫理法人会
相談役　村山順子　氏 7/19

講師：松本市倫理法人会
運営委員会
神宮寺良友氏

2019/07/17
女性のための社会塾・みのわ～れ店長
入杉百合子氏

2019年　7月　26日

法人レクチャラー
新潟県倫理法人会　副会長
髙橋　義次　氏

7/26

講師　　（一社）倫理研究所
法人ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
　小山久雄氏

2019/07/22
ライフプロデュース
振田　仁氏

講師： 講師　 2019/07/24
松本中央倫理法人会ＭＳ委員長
エグゼクティブツアー（株）
岡島　雄氏

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　7　月4　　日
ヨーガ療法士・シナプソロジーインストラクター
　　　　　　　　青木　芽里　　氏

2019年7月4日
講師：(一社)倫理研究所　法人局
　　　法人スーパーバイザー
　　　鷹觜　信明氏

２０１９年７月１１　日
長野県自衛隊家族会　会長
　　　　　西澤賢史　　氏

2019年7月11日
講師：保健師・研修講師
　　　丸山　久美氏

２０１９年７月１８　日
（一社）倫理研究所　
名誉研究員　井上茂勝　　氏

2019年7月18日
　講師：伊南倫理法人会　会員
　　　　社会保険勞務士法人ｳｨｻﾞｰﾄﾞ
　　　　代表　千野 康幸氏

２０１９年　７月　２５日
開眼寺　留守居役雲水
武山　泰雅　　氏

2019年7月25日
講師：上田市倫理法人会　会長
　　　(株)フジカーランド上田
　　　代表取締役社長　羽田 憲史氏

講師： 講師：


