
長　野　県　倫　理　法　人　会　１７単会　　　令和２年　　8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

浅間倫理法人会　　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　諏訪RAKO華乃井ホテル　TEL0266-54-0555

8月4日(火)
長野県倫理法人会　国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ副委員長
㈱宮下商店　代表取締役
宮下　繁明　氏

2020年8月6日
講師：千曲倫理法人会　会長
　　　　　中條　秀樹氏

2020年8月7日
講師：長野県(倫)広報委員長
　　　一口腔単位技工館
　　　横山　清春　氏　ZOOM

8月11日(火) 講師： 2020年8月13日
講師：　　　　　営業課長
　　　　　春原　圭吾氏

2020年8月14日
講師：札幌白石(倫)　幹事
　　　I・k・e㈱代表取締役
　　　村上　智一　氏　ZOOM

8月18日(火)
長野県倫理法人会　会長
㈱黒姫和漢薬研究所　代表取締役
狩野　土　氏

2020年8月２０日 講師：DVDによる「万人幸福の栞」の聴講 2020年8月21日
講師：東京都墨田区(倫)相談役
　　　小原　健志　氏　ZOOM

8月25日(火)
長野市倫理法人会　会長
㈱マルスジャパン　代表取締役
水島　慎一　氏

2020年8月２７日 講師：　未定 2020年8月28日
講師：法人アドバイザー
　　　最上　勝弘　氏
　　　この週より会場RAKO華乃井ホテル

講師： 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　上浜公民館　　TEL0266-22-7703

8月5日(水)
ラフターヨガ認定ティーチャー
清水　順子　氏

2020年８月１日
講師：長野県倫理法人会　普及拡大委員長
　　　　　市川　英治氏

2020年8月4日
講師：LCV FMパーソナリティー
　　　朝倉　清　氏

8月12日(水) ㈱八十二銀行　執行役員　須坂支店長
髙野　健光　氏

2020年8月8日
講師：（一社）倫理研究所　法人局
　　　　　　法人SV
　　　　真行寺　廣始氏

2020年8月11日
講師：ビデオ講話
　　　近畿方面長
　　　泉　憲治　氏

8月19日(水) 宮崎　達夫　氏 2020年8月15日
講師：佐久南倫理法人会　専任幹事
　　　　川上　康秀氏

2020年8月18日
講師：千曲(倫)　専任幹事
　　　㈱林不動産　代表取締役
　　　林　愛一郎　氏

8月26日(水)
(一社)倫理研究所　法人アドバイザー
㈲サヨ美容室　
磯田　サヨ　氏

2020年8月22日
講師：佐久南倫理法人会　顧問
　　　　　藤原　忠彦氏

2020年8月25日
講師：伊南(倫)会長
　　　㈱アーク代表取締役社長
　　　細江　友子　氏

講師： 年　　月　　日 講師： 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

8月6日(木)
長野県倫理法人会　広報委員長
一口腔単位技工館
横山　清春　氏

8月6日 安曇野　会長 小林昭人氏 2020年8月5日
講師：茅野(倫)会員
　　　日達　あけみ　氏
　　　北澤　健二　氏

8月13日(木) Zoomによる 8月13日 松本市　会員　金井弘樹氏 2020年8月12日
講師：松本市(倫)　幹事
　　　総合治療院　真氣　院長
　　　臼井　智治　氏

8月20日(木)
長野県倫理法人会　諏訪地区　地区長
永明社印刷所
西田　武治　氏

8月20日
後継者倫理塾　
塾長　 田畑和輝氏

2020年8月19日
講師：松本市(倫)青年委員長
　　　ダイバースエデュケーションズ
　　　神宮寺　良友　氏

8月27日(木)

一般社団法人　浅間リサーチ 
　エクステンションセンター　
センター長・専務理事
岡田　基幸　氏

8月27日 松本市　副会長　穂苅正裕氏 2020年8月26日
講師：長野県議会議員
　　　丸茂　岳人　氏

講師： 講師： 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

2020年8月5日
上田ブランド研究所
所長　池松　勇樹  氏

8月5日 安曇野（倫）相談役　降旗　廣信氏 2020年8月7日
講師：
(一社)倫理研究所　法人アドバイザー
野口　起生氏

2020年8月12日 松本市倫理法人会
MS委員長　佐渡友　淳

8月12日 安曇野（倫）萩原敦巳　相談役 2020年8月14日
講師：飯田市(倫)　専任幹事
竹内　昇五氏

2020年8月19日 合同会社　遊心道
代表社員　菅野 知良　氏

8月19日 安曇野（倫）　MS委員長　吉見繁憲氏 2020年8月21日
講師：
長野県倫理法人会　普及拡大委員長
市川　英治氏

2020年8月26日 講師： 8月26日 ㈱カーブスジャパン　中島　賢人氏 2020年8月28日
講師：上田市倫理法人会　会長
田村　卓也氏

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

2020  年　8月7日
 長野県議会議員
佐久平倫理法人会　会員
大井岳夫　氏

2020/8/7

講師：倫理研究所
法人アドバイザー
宮坂　政宏氏

2020年8月5日
伊那・木曽倫理法人会副会長/山田印刷（株）代表取締役/（一社）木曽人理事長
山田　弘氏

2020  年　8月14日        
県　女性委員長
(株)ゆう
清水厚子　氏

8/14 DVD研修 2020/08/12
講師：
（株）Shimizu代表取締役/NPO法人Dream Cake project代表
清水　慎一氏

2020  年　8月21日        
東信地区副地区長
(株)なかむら
中村芳生　氏

8/21 講師：　未定 2020/08/19
講師：
倫理研究所法人局法人アドバイザー/栃木県倫理法人会相談役
野口　起生氏

2020  年　8月28日        
法人アドバイザー
(株)コヤマ
小山久雄　氏

8/28 講師：長野県（倫）中信地区長　秋山　満邦氏 2020/08/26

講師：
伊那・木曽倫理法人会会員/（株）シリウス代表取締役
原　幸男氏

講師： 講師　 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：西沢書店2Ｆ　ＴＥＬ026-272-2174 会場　駒ヶ根商工会館　４F　中会議室　　TEL0265-82-6601

2020  年　8月6日
講師　：開眼寺　留守居役　雲水
　　　　武山　大雅　　氏 講師：

2020   年　8月13日 講師：オフィス　ドリーム
　　　　島谷　昇志　　氏

2020年8月6日
講師：橘田社会保険労務士事務所
　　　特定社会保険労務士
　　　橘田　利雄氏

2020年　8月20日 講師：千曲警察署長
　　　　松島　　　　　　氏

2020年8月13日

講師：伊南倫理法人会　会長
　　　細江　友子氏
　　　伊南倫理法人会　専任幹事
　　　竹松　實氏

2020年　8月　27日
講師：千曲市教育長
　　　　小松　信美（のぶみ）　氏

2020年8月20日
講師：(一社)倫理研究所 法人局 法人ＳＶ
　　　ﾃﾞﾝﾀﾙﾌｫﾚｽﾄなかむら歯科　院長
　　　中村　八惠子氏

講師： 2020年8月27日

講師：(一社)倫理研究所 法人局 参事
　　　法人ＡＤ
　　　群馬県　(有)岡村建業　会長
　　　岡村　建一氏


