
長　野　県　倫　理　法　人　会　１７単会　　　令和３年７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

7月6日(火)

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
ﾃｰﾏ『人間万事塞翁が馬』

７月１日（木）

　
　伊那・木曽倫理法人会  事務長
　有限会社　石　川
　　　石川　信頼氏

　「恩送り実践のためのAIを活用した
　　習慣作り」

7月2日(金)

【講師】岡谷市(倫)会員
　　　　㈱今商工　会長
　　　　今井　洋　氏
【テーマ】「あとしまつ」

7月13日(火)

長野県倫理法人会　青年副委員長
山越教順堂治療院　山越　教雄　氏
ﾃｰﾏ『運命自招
「自らの〈運〉、人々との〈縁〉、
親からの〈恩〉に感謝」』

７月８日（木）

　　
　　長野県倫理法人会 事務長
　　一口腔単位技巧館
　　　　横山　清春氏

　　「

7月9日(金)

【講師】シンガーソングライター
　　　　藤森　敬一　氏
【テーマ】「大事なものを見失わず
　　　　　　　生きる」

7月20日(火)
NPO法人「夢空間」副理事長
栗林　秀夫　氏　
ﾃｰﾏ『恩田木工の財政改革に学ぶ』

７月１５日（木）
　（有）ホテルさかえや　代表取締役
　　　　湯本　晴彦氏

　　「なんのために経営をするのか」

7月16日(金)

【講師】（一社）倫理研究所法人局
　　　　　参事　法人アドバイザー
　　　　　澤　秀一郎　氏
【テーマ】「ウィルス感染症の倫理的
　　　　科学的対処法」

7月27日(火) (一社)倫理研究所　法人アドバイザー
㈲岡村建業　岡村　建一　氏　

７月２２日（木）

　栃木県倫理法人会 副幹事長
　宇都宮中央倫理法人会 相談役
　　　矢古宇栄次氏

　「倫理実践がすべて
　　　　　楽喜（ラッキー）だゾウ！」　
　　

7月23日(金)

【講師】長野県(倫)諏訪地区地区長
　　　　永明社印刷所　代表
　　　　西田　武治　氏
【テーマ】

７月２９日（木）

　
　上田市倫理法人会　会長
　太陽ゴム工材㈱　代表取締役
　　　田村卓也氏

　「　　

7月30日(金)
【講師】諏訪(倫)会員
　　　　佐藤　充　氏
【テーマ】

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　光臨閣（須坂ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾊﾟﾙﾑ3F）　　TEL026-248-5550 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

7月7日(水)

法律事務所　MAIMEN 弁護士
　　藤原　寛史　氏
ﾃｰﾏ『弁護士過疎地域での10年と
　　　地域司法の未来』

7月3日(土)

　　　　学校法人茂来学園　
　　しなのイエナプランスクール
　　　大日向小学校・中等部　
　　　校長　桑原　昌之　氏
　
「開校3年目の大日向小学校
　　　　　・中等部について」　

7月6日(火)

【講師】環境省出身
　　　　元長野県副知事
　　　　中島　恵理　氏
【テーマ】「諏訪地域から始める
　　持続可能な未来づくり」

7月14日(水)

長野市倫理法人会　事務長
㈲石田商工　取締役店長
　　石田　旭　氏
ﾃｰﾏ『大激動！世界は変わる！
では日本は？私たちは？
～直感力を鍛え、第一感を働かせる～』

7月10日(土)

長野県倫理法人会　MS委員長
　　　　　羽田　憲史　氏

テーマ「子女名優」

7月13日(火)

【講師】栃木県後継者倫理塾　塾長
　　　　那須野ケ原中央(倫)
　　　　城田　民男　氏
【テーマ】「MSの要は役員朝礼にあり！」

7月21日(水)
竹内農園
　　竹内　耕健　氏
ﾃｰﾏ『トマト栽培で元気になりました』

7月17日(土)

講師：倫理研究所　法人局
　　　　法人アドバイザー
　　　　　森　誠　氏

　　「十年先の自分を誉められるように」

7月20日(火)

【講師】佐久平(倫)会長
　　　　㈱なかむら　代表取締役
　　　　中村　芳生　氏
【テーマ】「佐久平倫理法人会会長
　　　　　　　を受けて」

7月28日(水)

(一社)倫理研究所法人スーパーバイザー
㈱大栄測量　代表取締役
　　大村　義之　氏
ﾃｰﾏ『幸福の原動力』

7月24日(土)

佐久穂町議会議員
　　須田　芳明　氏

テーマ「出会いが　”楽しみ”を
　　　　　　　運んでくる」

7月27日(火)
【講師】おひさまカイロプラクティック
　　　　藤澤　竹美　氏
【テーマ】

7月31日(土) 選定中

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

7月1日(木)

長野県倫理法人会 相談役
㈱黒姫和漢薬研究所 代表取締役社長
　　狩野　土　氏
ﾃｰﾏ『経営者の自己革新』

7/1 会員スピーチ 7月7日(水)

【講師】（一社）倫理研究所
　　　　　参事　法人アドバイザー
　　　　　小山　秀一　氏
【テーマ】「脱炭素社会に向けて
　　企業が取り組む姿勢」

7月8日(木)

長野市中央 倫理法人会 会員
米屋のおにぎりぷくぷく亭
㈲こめや東町　社長
　　羽田　和弘　氏　
ﾃｰﾏ『食から世界をみると・・・』

7/8 安曇野（倫）事務長
吉見繫憲氏

7月14日(水)

【講師】脳の活性化指導師
　　　　宮下　泰宏　氏
【テーマ】「一生涯笑害無し
　（いっしょうがいしょうがいなし）

7月15日(木)

長野市中央倫理法人会　幹事
㈲クラルテ　代表取締役
ﾃｰﾏ『　　』

7/15 伊那木曾（倫）事務長
石川信頼（のぶより）氏

7月21日(水)

【講師】渋川(倫)副会長
　　　　㈱ホテル松本楼　
　　　　代表取締役社長
　　　　松本　光男　氏

【テーマ】「コロナ禍でも打つ手
　　　　　　　　無限」

7月22日(木)

(一社)倫理研究所　法人アドバイザー
㈱コヤマ　代表取締役会長
　　小山　久雄　氏
ﾃｰﾏ『一隅を照らす』

7/22 倫理研究所　法人局顧問
長橋　護氏

7月28日(水)

【講師）茅野警察署
　　　　地域課茅野駅前交番　所長
　　　　神津　剛史　氏
【テーマ】「こちら茅野駅前交番所長
ストップ・オレオレ詐欺」

7月29日(木)
居酒屋　てびねり　代表
　　川橋　昭義　氏
ﾃｰﾏ『　　　　　　』

7/29 調整中

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

7月7日 松本市　会員
堀内寛吾氏

7月2日(金)
シンガーソングライター
藤森　敬一氏
テーマ：大事なものを見失わずに生きる

7月7日(水)

上田市商工観光部　商工課
　課長補佐　伊藤正道　氏

テーマ
まちのコイン「もん」って何？
街も人も商売も元気になる
デジタルコミュニティ通貨

7月14日
倫理研究所
法人AD 磯田サヨ氏

7月9日(金)
長野県倫理法人会　青年委員長
佐藤　康弘氏
テーマ：信成万事

7月14日(水)

国際音楽メンタルセラピスト協会会長
上田市倫理法人会会員
山西敏博　

テーマ
【 日本列島徒歩縦断 】　にみる　
『日本歩いて、人情と会った！！』
～日本 「さいこう」　! （最高・再考）～

7月21日
伊那木曽倫理法人会
南信副地区長
田口直幸氏

7月16日(金)

長野県倫理法人会　女性副委員長
唐木　かおり氏
テーマ：
動けば変わる！チャレンジを忘れない

7月21日(水) 諏訪市倫理法人会
会長　荒井豊明

7月28日 長野県（倫）青年委員長
佐藤康弘氏

7月23日(金)

トイレ掃除研究家
春原　圭吾氏
テーマ：金運アップセミナー
～トイレ掃除のススメ～

7月28日(水)

松本市倫理法人会
専任幹事　片山鉄太郎

テーマ
嫌いな人と自分の共通項「人は鏡」

7月30日(金)
(一社)倫理研究所　法人アドバイザー
小山　久雄氏
テーマ：一隅を照らす

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

7月1日(木)

 法人スーパバイザー
（株）マコトサービス
真行寺廣始　氏

「　苦難からの学び　」

7月2日(金)
松本中央（倫）
会員　後藤公彦氏 7月7日(水)

講師:㈱バーミリオンダイニング代表取締役／㈱ゼロゼロワン代表取締役　赤羽　邦義氏
テーマ:準備しよう、好機は必ず訪れる！

7月9日(金)

倫理経営インストラクター
埼玉県川越市（倫）相談役
木所勝邦　氏

「　強運・開運の法則　」

7月9日(金)

長野県（倫）
南信地区長　
中坪康一氏

7月14日(水)
講師:(一社)倫理研究所法人局普及事業部関東・甲信越方面研究員
山下　幸平氏
テーマ:三つの眼(め)

7/16

長野県（倫）副幹事長
総合治療院　真氣
臼井智治　氏

「栞の教えを実践し、コロナ禍を生き抜く」

7月16日(金)
千曲（倫）会員
春原圭吾氏 7月21日(水)

講師:甘酒屋an's代表　白鳥　杏奈氏
テーマ:挑戦したことで見えた世界

7月23日(金)

伊南（倫）相談役
合同会社　サントップ
伊東正人　氏

「立つ鳥跡を濁さず...やってて良かった！」

7月23日(金) 7月28日(水)
講師:伊那ケーブルテレビジョン㈱
代表取締役　向山　賢悟氏
テーマ:この地域で働く魅力とは？

7月30日(金)

佐久南（倫）会員
トータルボディケアサロン　ハルカゼ
中里順代　氏

「チャレンジの先に　」

7月30日(金)
松本市（倫）
会員　小林捻政氏

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

７月１日（木）

千曲倫理法人会　会員
　（株）シンコー化成
　　野村秀雄・理恵子　　　氏
「　　人生は夫婦で共に歩む道　　　　　　　　　　　　　」

2021年7月1日

伊南倫理法人会　会員
アルプス中央信用金庫 赤穂営業部 部長
桐山　文仁氏
テーマ「リーダーの条件・言葉の力」

７月８日（木）

千曲倫理法人会　会員
（株）フレックス　　会長
　　　　矢島　久和　　　氏
「　長く生きて　　　　　　　　　　　　　」

2021年7月8日

長野県(倫)諏訪副地区長
ＪＡ信州諏訪ＧＳ　係長
北澤　健二氏
テーマ「絶対やめるな!!」

７月１５日（木）

開眼寺　　留守居役雲水
　　　　武山　泰雅　　氏

「　　　止　　観　　」

2021年7月15日

(一社)倫理研究所 法人局 法人ＳＶ
茨城県　SP.labo　会長
佐藤　英夫氏
テーマ「百薬の長」

７月２９日（木）

　（一社）倫理研究所
　　法人AD
　　　　小山　秀一　　氏
　　「脱炭素社会を迎えて」

7月22日(木)

長野県(倫)研修委員長
㈱日進ピー・ディー・エス　代表取締役
寺村　照見氏
テーマ「倫理指導から変わる人生！」

7月29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「魔法の呼吸」宇宙大生命との出会い


