
長　野　県　倫　理　法　人　会　１７単会　　　令和３年３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　大阪屋薬局コミュニティーイベントホール　TEL0266-52-0309

3月2日(火)
公立大学法人　長野大学
企業情報学部　教授　山西敏博　氏

2021年3月4日（木）
講　師：（有）信州ファーム荻原
　　　　　代表取締役　荻原昌真氏
テーマ：「若者が魅せられる農業」

2021年3月5日
講師：（県内レクチャラー）
　　　松本市(倫)女性委員長
　　　刘 美平（リュウメイピン）氏

3月9日(火)
茅野倫理法人会　事務長
かたりべ工房　半田みゆり　氏

2021年3月11日（木）
講師：　長野県倫理法人会研修委員長
　　　　　　寺村　照見氏

2021年3月12日 講師：未定

3月16日(火)
(一社)倫理研究所　法人局
関東・甲信越方面長　宮内秀樹　氏

2021年3月18日（木） 2021年3月18日 講師：未定

3月23日(火)
㈱アスク
ほっとパル　編集長　山岸佳應理　氏

2021年3月25日（木）
講師：　法人レクチャラー
　　　　伊那・木曽倫理法人会　会長
　　　　　竹松　寿明氏

2021年3月26日 講師：未定

3月30日(火)

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

3月3日(水)
日本郵便㈱　青木島郵便局　局長
増澤　知恵子　氏

2021年3月6日(土)
講師：たかちゃん・ふぁーむ
　　　　代表　小池　孝幸氏

2021年3月2日 講師：未定

3月10日(水)
長野市倫理法人会　副会長
㈲宮澤保険　代表取締役
宮澤　和夫　氏

2021年３月13日(土)
講師：県内レクチャラー
　　穂苅　正裕氏

2021年3月9日

講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　　普及事業部
　　　　九州・沖縄方面長
　　　　那須　隆　氏

3月17日(水) ㈲須坂縫製　代表取締役社長
土屋　知明　氏

2021年3月19日
講師：(一社）倫理研究所　法人局
　　　　　法人アドバイザー
　　　　　小山　秀一　氏

2021年3月16日 講師：未定

3月24日(水)
(一社)倫理研究所　法人アドバイザー
㈱のぐち　代表取締役
野口　起生　氏

2021年3月27日(土)
講師：佐久南倫理法人会　会員
衆議院議員
　　　　井出　ようせい　氏

2021年3月23日 講師：未定

3月31日(水)

千曲倫理法人会　会員
サポートオフィスアン　代表
竹内　正美　氏

年　　月　　日 講師： 2021年3月30日 講師：未定

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

3月4日(木)
長野市中央倫理法人会　会員
小松　裕　氏

3/4
関東・甲信越方面長 
宮内秀樹氏 2021年3月3日

講師：松本中央(倫)会長
　　　㈱さつき　代表取締役
　　　上條　啓子　氏

3月11日(木)
大槌町ボランティア団体連絡協議会
　前会長
元持　幸子　氏

3/11
アスク　社長
山本恵美子氏

2021年3月10日
講師：長野大学　教授
　　　山西　敏博　氏

3月18日(木)
(一社)倫理研究所　法人アドバイザー
㈲サロントモ花
中嶋　章浩　氏

3/18
長野県青年委員会
副委員長　山越教雄氏

2021年3月17日
講師：茅野(倫)会員
　　　柿澤　宏二　氏

3月25日(木)
長野県倫理法人会諏訪地区　副地区長
JA信州諏訪GS
北澤　健二　氏

3/25
千曲（倫）運営委員
富岡勝俊氏

2021年3月24日
講師：松本中央(倫)専任幹事
　　　片山　鉄太郎　氏

2021年3月31日
講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　　参事　法人アドバイザー
　　　　森　誠　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3月3日
株式会社見える化
代表取締役社長　堀内和彦

3月3日
松本市　副会長
穂苅正裕氏

2021年3月5日
元松川町教育長
鋤柄　郁夫氏

2021年3月10日
長野県倫理法人会
県内レクチャラー
須賀光一

3月10日
中信地区長
池田勝彦氏

2021年3月12日
(一社)倫理研究所
関東・甲信越方面　研究員
山下　幸平氏

2021年3月17日
関東甲信越方面
方面長　宮内秀樹

3月17日 未定 2021年3月19日
茅野倫理法人会　相談役
オレンジゼリー本舗
濱　恭子氏

2021年3月24日 3月24日
　新潟県にしかん（倫）　
会長　渡辺幸雄氏

2021年3月26日
長野県(倫)相談役
(株)アスク
小山　秀一氏

2021年3月31日 3月31日
松本中央　事務長
柳澤春枝氏

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3月5日
法人スーパバイザー
大栄建設（株）
三石博明　氏

2021/3/5

倫理研究所
法人アドバイザー
澤　秀一郎氏

2021/03/03

長野県（倫）法人レクチャラー/(株)佐久協同
相談役
櫻井　茂利氏

2021年3月12日
佐久平倫理法人会　会員
全国人材支援連合会
西澤敏彦　氏

3/12
松本中央（倫）
朝礼委員長　大月　清光氏 2021/03/10

安曇野準（倫）事務長・MS委員長
エクセラン高等学校
吉見　繁憲氏

2021年3月19日
県内レクチャーラー
北信地区長
水島慎一　氏

3/19
しなの（倫）会長
酒井　志郎氏 2021/03/17

長野県（倫）事務長/一口腔単位技工館代表
横山　清春氏

2021年3月26日
長野県（倫）普及拡大副委員長
れんげ草
日達あけみ　氏

3/26
松本市（倫）相談役
小林　政幸氏 2021/03/24

長野県（倫）MS委員長/（株）フジカーランド
上田 代表取締役
羽田　憲史氏

講師　 2021/03/31
講師：長野中央（倫）会長・普及拡大委員長
久保田　俊行氏

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：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3月4日
岡谷市倫理法人会　副会長
　　　林　史章　　氏

2021年3月4日
宮田村　真慶寺　ご住職
赤尾　義道氏

2021年3月11日
飯田建設事務所長
　　　細川　容宏　　氏

2021年3月11日
伊南倫理法人会　広報副委員長
長野システム開発㈱
登内　瑞貴氏

2021年3月1８日
千曲市長
　　　小川　修一　　氏

2021年3月18日
松本市中央倫理法人会　専任幹事
トリコワークス
片山　鉄太郎氏

2021年3月25
千曲倫理法人会　事務長
　　（有）鍋太金物店
　　　　今井　広人　　氏

2021年3月25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
茨城県　㈱コヤマ 代表取締役会長
小山　久雄氏
                


