
長　野　県　倫　理　法　人　会　１７単会　　　令和３年５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

5月4日(火) ＤＶＤ研修 5月6日（木）

講　師：　長野県倫理法人会　相談役
　　　　　㈱黒姫和漢薬研究所　代表取締役
　　　　　　狩野　土　氏

テーマ：　経営者の信念が道を拓く

5月7日(金)

講師：諏訪 (倫)会員
　　　(有)大坂屋常太郎商店
　　　代表取締役
　　　藤森　和良　氏

5月11日(火) ソプラノ歌手　松島みどり　氏
「だれでも必ずいい声になる」

5月13日（木）

講　師：法人スーパーバイザー
　　　　デンタルフォレストなかむら歯科
　　　　　　中村八惠子氏
　　　　　
テーマ：ー倫理経営は「喜びの経営道」ー
　　　　「花は上向き、人は前向き、向き上手」

5月14日(金)

5月18日(火)

法人レクチャラー
埼玉県倫理法人会　監査
㈱マイカー三喜　代表取締役
久慈須美子　氏
「人生神劇」

5月20日（木）

講　師：オカリナ奏者
　　　　日本オカリナコンクール総合グランプリ受賞
　　　　　　小林　洋子氏

テーマ：小林洋子のこんなときはオカリナで！

5月21日(金)
講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　　法人スーパーバイザー
　　　　三石　博明　氏

5月25日(火)

伊南倫理法人会　会長
駒ヶ根管工業㈱
田中清志　氏
「倫理が気づかせてくれた
　本を忘れてはならないこと」

5月27日（木）

講　師：　法人アドバイザー
　　　　　深谷市倫理法人会相談役
　　　　　　　川辺　洋一氏

テーマ：苦難になるわけ、幸福になるわけ

5月28日(金)

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

5月5日(水)

長野市中央倫理法人会　事務長
㈱黒姫和漢薬研究所   企画室SDGs推進担当
狩野　森　氏
「なぜ後継者倫理塾で人が育つのか」

5月1日(土)

講師：モリニティ
　　　　滝沢　卓巳　氏
テーマ：遊びのちから
　　　　～人生を豊かにする遊びの可能性

5月4日(火)

5月12日(水)

しなの倫理法人会　会員
回想プロジェクト  長野オフィス
清水厚　まなぶ　氏
「コロナという時代の生き方」  

5月8日(土)

長野県倫理法人会　女性委員長
県内レクチャラー　
清水　厚子　氏

テーマ：倫理に出会って自己認識が
　　　　　　　　出来る

5月11日(火)

5月19日(水)

(一社)倫理研究所　法人アドバイザー
㈱アスク
小山　秀一　氏
「コロナと未来」

5月15日(土)

(一社）倫理研究所　法人局
　名誉専任研究員
　　川又　久万　氏

テーマ：「『栞』は経営のみちしるべ」

5月18日(火)
講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　　法人スーパーバイザー
　　　　中村　八恵子　氏

5月26日(水)

㈱西條被服
生澤　大　氏
「リーダーが持つべき、歴史観・
　　　　　　　世界観・人間観」

5月22日(土) 5月25日(火)

5月29日(土)

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

5月6日(木)

長野県倫理法人会　東信地区長
㈱西軽井沢自動車　代表取締役社長
尾台　和彦　氏
「人間万事塞翁が馬」

5/6 帝国データバンク　阿部雄二氏 5月5日(水)
講師：埼玉県新座・志木 (倫)会長
　　　ダイエットインストラクター芸人
　　　ヤセ騎士（やせないと）氏

5月13日(木) (一財)長野市文化芸術振興財団　
長谷川　裕晃　氏

5/13 伊那木曽　会長　竹松寿明氏 5月12日(水)
講師：長野県 (倫)広報委員長
　　　㈱関木工所　代表取締役
　　　関　裕朗　氏

5月20日(木)

(一社)倫理研究所　法人アドバイザー
㈱マルナカ中村商店　代表取締役会長
中村　恒一　氏
「実践なき倫理は倫理にあらず」

(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
㈱佐藤酸素　代表取締役
佐藤　俊明　氏
「縁の4段活用」

5/20 法人局　顧問　東納栄一氏
山形県酒田市　安藤政則

5月19日(水)
講師：児童養護施設
　　　つつじが丘学園　園長
　　　川瀬　勝敏　氏

5月27日(木)
松本中央倫理法人会　専任幹事
トリコワークス
片山　鉄太郎　氏

5/27 未定 5月26日(水)
講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　法人スーパーバイザー
　　　川内　美喜男　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

5月5日 長野県倫理法人会　 MS委員長
羽田憲史氏

5月5日（水）

上田市議会議員　中村悠基　氏

テーマ
可能性無限大！
農業で始めるストレスフリー生活

5月12日 関東・甲信越方面　研究員  山下幸平（テキスト No12 倫理経営とは） 5月7日(金)

(一社)倫理研究所　法人アドバイザー
有限会社かふね　会長
熊谷　加舟氏
テーマ：来し方　倫理法人会との出逢い

5月12日（水）

（一社）倫理研究所法人スーパーバイザー
祇王運送（株）取締役相談役
伊藤勇二

「実践力で勝つ！」

5月19日 松本市　会長
島高之氏

5月14日(金)

飯田市長
佐藤　健氏
テーマ：
「日本一住みたいまち」を目指して

5月19日(水)

上田青年会議所
理事長　酒巻杏里　氏

テーマ
地域について、社会について思うこと

5月26日 松本中央　会長
上條啓子氏

5月21日(金)

八十二銀行　飯田支店長
山科　光一氏
テーマ：
長野県経済の現状と新型コロナの影響

5月26日（水）

あぶらや燈千
代表取締役社長　湯本孝之　氏

テーマ
コロナ禍を生かし
ピンチをチャンスに変える！

5月28日(金)

(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
見付　春雄氏

テーマ
赤坂見附からただの見付に！！

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

5月7日（金）

埼玉県新座・志木倫理法人会　会長
お笑い芸人　　ヤセ騎士　氏

「　運命自笑　」

5月7日(金)

長野県（倫）
北信地区長
水島慎一氏

5月14日(金)

佐久南倫理法人会　会員
COSMOS　代表　原弥生　氏

「　嵐のあとに舞い降りてきた
　　　　人間関係の法則は私の宝物　」

5月14日(金)
甲信越方面　方面長
 宮内　秀樹氏

5月21日(金)

法人局　法人レクチャラー
山梨県倫理法人会　監査
新都市設計（株）　堀内薫　氏

「　倫理の学習と実践による変化　」

5月21日(金)

長野県（倫）
相談役
狩野　土氏

5月28日(金)

　春蘭の宿　さかえや
代表取締役　湯本晴彦　氏

「　コロナ禍におけるリーダーシップ　」

5月28日(金)
千曲倫理法人会
運営委員　富岡勝俊氏

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

５月６日（木）

　社会福祉法人　八葉会
　児童養護施設　恵愛
　　　　中澤　要翠　　氏
　子ども家庭が取り巻く現状と
　社会福祉邦人八葉会（児童養護施設
　恵愛の現状について

５月１３日（木）

株式会社　幾久屋
　　　馬場　條　　氏

日本遺産　月の都

5月6日(木)

中島電気工事 (有)　代表取締役
駒ヶ根市議会議
中島　和彦様
テーマ「」

５月２０日（木）

　Dr.Jackie
　　スティール　若希

　　why annd when is diversity
          the driver of innovation？

5月13日(木)

(一社)倫理研究所  参事 法人L
別府　一男氏
テーマ「何事も前向きに」

(一社)倫理研究所  法人局 名誉専任研究員
川又　久万氏
テーマ「万人幸福の栞は経営のみちしるべ」

５月２７日（木）

（一社）倫理研究所
　　　法人SV
　　　　三石　　博明　　氏

　　　倫理を正しく学び正しく実践する

5月20日(木)

駒ヶ根リゾートマネージメント㈱
取締役総支配人
平澤　浩二郎様
テーマ「」

5月27日(木)

茅野倫理法人会　会長
太陽女性研究所　所長
住吉　克明氏

テーマ
丸山敏雄先生の言う、
宇宙大生命とつながる「魔法の呼吸」


