
長　野　県　倫　理　法　人　会　１７単会　　　令和３年６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

6月1日(火) 版画家　　塩入　久　氏 ６月３日（木）

  
講師：　浅間倫理法人会
　　　　　株式会社　ベジアーツ
　　　　　代表取締役　山本裕之氏

テーマ：事業継承をするまでと、これから

6月4日(金)

講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　普及事業部
　　　関東・甲信越方面研究員
　　　山下　幸平　氏
テーマ：「喜びの人生を創造する」

6月8日(火) ６月１０日（木）
講師：　ルミナステラス主宰
　　　　　　竹内早苗氏

テーマ：夢を叶えるための心と体作り

6月11日(金)

講師：長野県(倫)副会長
　　　㈲メガテン
　　　熊谷　仁志　氏
テーマ：「禍い転じて～」

6月15日(火)
山本食品株式会社　代表取締役社長
山本　修　氏
ﾃｰﾏ『天・地・人』

６月１７日（木）

講　師：法人アドバイザー
　　　　㈱アスク　小山　秀一氏

テーマ：コロナ禍売り上げ半減する中、
　　　　再び「億」という借金をして
　　　　社屋を移転した、何故か？　

6月18日(金) 講師：
テーマ：「」

6月22日(火)

東京都湯島倫理法人会
㈱ニブ・ピクシャン　代表取締役
松本富美子　氏
ﾃｰﾏ『本を忘れず
　　　　末を乱さず（反始慎終）』

６月２４日（木）

講師：安曇野倫理法人会　事務長
　　　エクセラン高等学校
　　　　　吉見繫憲氏

テーマ：教育と倫理～日本創生を考える

6月25日(金)

講師：ヨガインストラクター
　　　宮澤　佳子　氏
テーマ：「ヨガライフ
～体と心が目覚める生き方～」

6月29日(火)

安曇野倫理法人会　事務長
エクセラン高等学校
吉見　繁憲　氏
ﾃｰﾏ『教育と倫理
　　　～日本創生を考える～』

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

6月2日(水)

しなの倫理法人会　会長
㈱酒井商会　代表取締役社長
酒井　志郎　氏
ﾃｰﾏ：私の師匠　
　　ミスター・長嶋終身名誉監督に学ぶ、
　　究極の人間力

6月5日(土)

講師：長野県倫理法人会　MS副委員長
　　浅間倫理法人会
　　　甘利　卓美　氏

テーマ：倫理との出会い
　　　　　～今～そして未来へ

6月1日(火)

講師：浅間(倫)　会員
　　　トイレ掃除研究家
　　　春原　圭吾　氏
テーマ：「金運アップ講座
　　　　『トイレ掃除のススメ』」

6月9日(水)

飯田市倫理法人会 専任幹事
㈲かふね 取締役　顧問
竹内　昇五　氏
ﾃｰﾏ：私の歩んだ道と倫理

6月12日(土)

講師：松本中央(倫)　専任幹事
　　　　県内レクチャラー
　　　　片山　鉄太郎　氏

テーマ：嫌いな人と自分の共通項「人は鏡」

　

6月8日(火)

講師：㈱ジェノベーション　代表取締役
　　　宮澤　俊基　氏
テーマ：「年間200社以上の会社と接する
　中で見えてきた岡谷市内企業の特徴」

6月16日(水)

しなの倫理法人会　会員
メガネのナガタ須坂店　店長
岩波　賢司　氏
ﾃｰﾏ：メガネの仕事を通して学んだこと

6月19日(土) 講師： 6月15日(火)

講師：i8GOLF&FITNES
           代表取締役社長
　　　井澤　透　氏
テーマ：「」

6月23日(水)

(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
新潟県倫理法人会 相談役
㈱コロナ 代表取締役会長
内田　力　氏
ﾃｰﾏ：三度の災害を乗り越えて･苦難福門

6月26日(土)

講師：(一社)倫理研究所　法人局
　　　法人スーパーバイザー
　　　　　佐藤　英夫　氏

テーマ：百薬の長

6月22日(火)

講師：（一社）倫理研究所法人局　参事
　　　法人アドバイザー
　　　宮坂　政宏　氏
テーマ：「倫理指導の偉力」

6月30日(水)
春蘭の宿さかえや　代表取締役
湯本　晴彦　氏
ﾃｰﾏ：苦難は幸福の門

6月29日(火)

講師：㈱ダイヤ精機製作所
　　　代表取締役社長
　　　小口　裕司　氏
テーマ：「」

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

6月3日(木)

練馬区倫理法人会　会員
楽読　長野駅前鴨頭スクール
小幡　春樹　氏
ﾃｰﾏ：僕が鴨さんと
　　　楽読から学んだこと

6月3日 松本中央倫理法人会
朝礼委員長　大月清光（おおつき　きよみつ）氏

6月2日(水)

講師：諏訪(倫)　会員
　　　㈲大坂屋常太郎商店
　　　代表取締役社長
　　　藤森　和良　氏
テーマ：「私の半生と私の会社」

6月10日(木)

㈱ケイアイエスエス　代表取締役
工学博士
Kanchun NATH （ナ・カンチュン）氏
ﾃｰﾏ：留学から起業するまで

6/10

倫理研究所
関東・甲信越方面
研究員　山下幸平氏

6月9日(水)

講師：伊那・木曽(倫)事務長
　　　㈲石川　代表取締役社長
　　　石川　信頼　氏
テーマ：「倫理実践のための習慣」

6月17日(木)

伊那・木曽　倫理法人会　事務長
㈲石川　代表取締役
石川　信頼　氏
ﾃｰﾏ：倫理実践のための
　　　　ＡＩを活用した習慣作り

6/17
伊那木曽倫理法人会
南信副地区長
田口直幸氏

6月16日(水)

講師：（一社）倫理研究所法人局
　　　　普及事業部　
　　　　関東・甲信越方面方面長
　　　　宮内　秀樹　氏
テーマ：「反始慎終」

6月24日(木) 6/24 6月23日(水)

講師：飯田市(倫)　会長
　　　幸森企画　代表
　　　幸森　信良　氏
テーマ：「ユニバーサルツーリズム
　　　　　―誰もが安心して楽しめる
　　　　　地域を目指して」

7月1日(木) 調整中 6月30日(水)
講師：シンガーソングライター
　　　清水　学　氏
テーマ：「コロナという時代の生き方」

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

6月2日(水)
長野県倫理法人会
女性副委員長　唐木かおり　
テーマ「倫理を学び只今〇〇中！」

6月2日 長野県倫
甘利卓美（あまりたくみ）MS副委員長

6月4日(金)

(一社)倫理研究所　法人局普及事業部
関東・甲信越方面　方面長
宮内　秀樹氏
テーマ：反始慎終（はんししんしゅう）

6月9日(水)

長野市中央倫理法人会
会長　久保田俊行

テーマ「倫理法人会に入って
　　　　　すごいことになった！」

6月9日 伊南　会長
田中清志氏

6月11日(金)

飯田市倫理法人会　会員
株式会社リックス　代表取締役
熊谷　弘氏
テーマ：意志あるところに道は拓く

6月16日(水)

埼玉県本庄市倫理法人会幹事
法人レクチャラー
茂木　正

テーマ「命燃やして生きる」

6月16日 松本市　専任幹事
吉岡伸一氏

6月18日(金)

長野県(倫)　広報委員長
関　裕朗氏
テーマ：
倫理の学びとSDGｓ、SDGｓを
推進して会社を１枚岩にしていこう！

6月23日(水) 長野大学　企業情報学部
准教授　松永伸太朗　氏

6月23日
倫理研究所
法人アドバイザー
安江高治氏

6月25日(金)
長野県(倫)　普及拡大委員長
細江　友子氏
テーマ：

6月30日(水)

長野県倫理法人会
県内レクチャラー　幸森信良

テーマ
ユニバーサルツーリズム
誰もが安心して楽しめる地域を目指して

6月30日 長野中央　会長
久保田俊行氏

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

6月4日(金)

法人アドバイザー
（株）アスク
小山秀一　氏

「　コロナと未来　」

6月4日(金) 松本中央倫理法人会　副会長　斉藤弘之氏 6月2日（水）

講師:伊南(倫)会員　長野システム開発(株)
代表　登内　瑞貴氏
テーマ:後継者倫理塾を修了して

6月11日(金)

関東甲信越方面　研究員
山下幸平　氏

「　喜びの人生を創造する　」
6月11日(金)

倫理研究所
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

6月9日(水)

講師:法人レクチャラー/山梨県倫理法人会
研修委員長/渡辺配送センター代表
渡辺　徹氏
テーマ:境遇は自ら造る

6月18日(金)

法人レクチャラー
（有）福島木工
福島秀治　氏

「戦後の貧しい食生活が企業繁栄に！
　～パートⅥ～すべてゼロからの出発」

6月18日(金) 6月16日(水)

講師:信州あそびの学園園長
駒村　みどり氏
テーマ:「幸せの連鎖」～うつがくれた
贈り物と17原則～

6月25日(金)

法人レクチャラー
（株）宮下商店
宮下繫明　氏

「　コロナ禍での挑戦　」

6月25日(金) 6月23日(水)

講師:伊那・木曽(倫)研修副委員長/
 (株)はしば代表取締役　八木　択真氏
テーマ:生まれ変わるなら、また経営者
になりたいか

6月30日(水)
講師:(有)キタハラ総合保険
北原　涼平氏
テーマ:伊那谷に帰ってきて良かった！

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

６月３日（木）

防災士
　　　神林　まゆみ　氏

「防災・減災
　　　～まずは自分を助けよう～

2021年6月3日 　　　　中　止

６月１０日（木）

山梨県倫理法人会　副会長
千里（株）
　　東谷　チサト　　氏

喜働～親の子になる

2021年６月10日

伊南倫理法人会　会員
長野県議会議員
佐々木　祥二様
テーマ「このコロナ禍だからこそ
　　　　　　　　生活の中から奇蹟を」

６月１７日（木）

　　シナプソロジーインストラクター
　　　青木　芽里　　氏

　楽笑！脳活体操パート８
～朝活でアタマもカラダも
　ストレッチして脳力UP～

2021年6月17日

安曇野準倫理法人会　会長
㈱ヤマト電気工業　代表取締役
小林　昭人氏
テーマ「万人幸福の栞を学んでの体験」

６月２４日（木）

  長野県倫理法人会
　　事務長　横山　清春　氏

　父のターミナルケア―
　　～終着駅まで～

6月24日(木)

信州ﾌﾞﾚｲﾌﾞｳｫｰﾘｱｰｽﾞ運営会社
代表取締役社長
片貝　雅彦
テーマ「地域と共に歩むﾌﾟﾛﾊﾞｽｹﾁｰﾑ
　　　　　　　　　300年先を見据えて」


