
長　野　県　倫　理　法　人　会　１７単会　　　令和３年２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 ZOOM開催

2月2日(火)
八十二銀行　昭和通営業部
部長　萩原秀治　氏

2021年２月４日（木）
講師：　しなの倫理法人会　会長
　　　　　　酒井志郎氏
           会場の都合で中止

2021年2月5日
講師：伊南(倫)専任幹事
　　　ほほえみ鍼灸治療院
　　　塩澤　康一　氏

2月9日(火)
社会保険労務士
森田　舞　氏

2021年2月１１日（木）　　休　　講 2021年2月12日
講師：岡谷市(倫)幹事
　　　㈱全日本旅行　代表取締役社長
　　　林　正勝　氏

2月16日(火)
長野国際カントリークラブ
代表取締役社長　古木惣一郎　氏

2021年2月18日（木）

講師：　法人レクチャラー
　　　　宮城県倫理法人会　監査
　　　　　　天間惠美子氏　　
　　　会場の都合で中止

2021年2月19日 講師：

2月23日(火) 2021年２月25日（木）
講師：　研修委員長　寺村照美氏

　　　　会場の都合で中止
2021年2月26日 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

2月3日(水)
しなの倫理法人会　会員
コスモサークル㈱
塚田　美保　氏

2021年2月6日(土)
中　　止
　　　　

2021年2月2日 万人幸福の栞　第15条　DVD研修会

2月10日(水)
千曲倫理法人会　会長
㈱林不動産 代表取締役
林　愛一郎　氏

2021年2月13日(土) DVD鑑賞 2021年2月9日
講師：茅野(倫)事務長
　　　かたりべ工房　代表
　　　半田　みゆり　氏

2月17日(水)

(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
新潟県長岡地区　副地区長
㈲サヨ美容室　代表取締役
磯田　信彦　氏

2021年2月20日(土)

講師：法人レクチャラー
　　　群馬県東毛地区副地区長
　　　　　篠塚　洋子　氏

2021年2月16日
講師：㈱TPPコンサルティング
　　　代表取締役社長
　　　中村　啓紀　氏　　

2月24日(水)
㈲山下薬局　代表取締役
山下　徹也　氏

2121年2月27日(土)
講師：森のようちえん　ちいろば
　　　　　園長　内保　亘　氏

2021年2月23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

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

2月4日(木)
長野市倫理法人会　事務長
㈲石田商工　取締役店長
石田　旭　氏

2/4
予定：長野県女性副委員長
唐木かおり氏

2021年2月3日
講師：ヨガインストラクター
　　　宮澤　佳子　氏

2月11日(木)
特定非営利活動法人
長野県NPOセンター　事務局次長
小林　達矢　氏

2/11 長野県青年委員長   佐藤康弘氏 2021年2月10日
講師：茅野(倫)　顧問
　　　長野県議会議員
　　　小池　久長　氏

2月18日(木)
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

2/18
予定　茅野　事務長
半田みゆり氏

2021年2月17日
講師：埼玉県(倫)南部地区地区長
　　　渡辺　弘　氏

2月25日(木)

(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
山梨県倫理法人会　副会長
千里㈱　代表取締役会長
東谷　チサト　氏

2/25
松本市倫理法人会
神宮寺良友氏

2021年2月24日
講師：俳優
　　　滝田　栄　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

2021年2月3日
株式会社アスク
取締役社長　山本恵美子　氏

2月3日
講師：安曇野　会員
川上康治氏

2021年2月5日
有限会社わくわく　代表取締役
中山　陽平氏

2021年2月10日
浅間倫理法人会
専任幹事　山本富士雄

2月10日
講師：県内レクチャラー飯田市　事務長
塚平一成氏

2021年2月12日
長野市倫理法人会　副会長
宮澤　和夫氏

2021年2月17日
山梨県倫理法人会
朝礼委員長　渡辺　徹

2月17日
倫理研究所
法人AD 小山久雄氏

2021年2月19日
長野県倫理法人会　女性委員長
清水　厚子氏

2021年2月24日
千曲倫理法人会会員
富岡写真館代表
富岡勝俊　氏

2月24日
松本市青年委員長
山越教雄氏

2021年2月26日
長野県倫理法人会　研修副委員長
穂苅　正裕氏

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

2021年2月5日
伊南倫理法人会　会長
駒ヶ根管工業（株）
田中清志　氏

2020/2/5 講師：後継者倫理塾　塾長　田畑和輝氏 2021/02/03
(一社)伊那青年会議所2021年度理事長
前田　憲人氏

2021年2月12日
川上村元村長
藤原忠彦　氏 2/12

長野県（倫）
女性委員長
清水　厚子氏

2021/02/10
伊那・木曽（倫）会員/(株)信州ウェイスト
代表取締役
小林　源吾氏

2021年2月19日
法人レクチャラー
青森県倫理法人会　副会長
中村公成　氏

2/19
松本市（倫）
会長　島　高之氏 2021/02/17

(一社)倫理研究所法人局 参事
法人アドバイザー/(株)アスク
代表取締役社長
小山　秀一氏

2021年2月26日
佐久平倫理法人会　顧問
佐久市議会議員
清水秀三郎　氏

2/26

長野県（倫）
副幹事長
臼井　智治氏

2021/02/24

伊那・木曽（倫）会員/(株)TUGBOAT
代表取締役
伊藤　優氏

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

2021年2月4日
千曲倫理法人会　相談役
へんみ　ヘンミイズム
　　　辺見　英也　　氏

2021年2月4日

(一社)倫理研究所 法人局 参事
法人アドバイザー／倫理経営ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
群馬県・(有)宮坂商事 取締役会長
宮坂　政宏氏

　　　休　　講 2021年2月11日
松本市倫理法人会　幹事
ダイバースエデュケーションズ　代表
神宮寺　良友氏

2021年2月18日
岩手県研修委員長
岩手クロスタニン販売（株）
　　小原　冨美子　　氏

2021年2月18日

法律事務所ミライズ　弁護士
アマチュア お笑いコンビ
　「さかいやすい法律事務所」
坂井　活広氏

2021年2月25日
しなの倫理法人会　会長
　　酒井商会
　　　酒井　志郎　　氏

2021年2月25日
佐久南倫理法人会　専任幹事／朝礼委員長
㈱川上
川上　康秀氏

講師：


