
長　野　県　倫　理　法　人　会　１７単会　　　令和３年１０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

10月5日(火)

長野県倫理法人会　北信地区長
アイソニック税理士法人　長野東事務所
所長　代表社員
鈴木　秀一　氏
ﾃｰﾏ「倫理は古いか(もうこりた)」

１０月７日（木）

　
　安曇野準倫理法人会　幹事
　エクセラン高等学校
　　　　吉見　繫憲氏

　テーマ「教育と倫理　2.0　
　　　　　　　　～日本創生を考える～」

10月1日(金)

諏訪倫理法人会　会長
土橋　学　氏
諏訪倫理法人会　専任幹事
藤森　常昭　氏

10月12日(火)

松本市倫理法人会　会長
㈱藤林屋
佐渡友　淳　氏
ﾃｰﾏ「夢はてしなく！」

１０月１４日（木）

  
　カラーセラピスト
　　　　　松永　徳之氏

　テーマ「色を使って笑顔を応援
　　　　　色育で育てたい３つの力」

10月8日(金)

松本市(倫)　MS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〉と人々
との〈縁〉と親からの〈恩〉に感謝」

10月19日(火)

(一社)倫理研究所　法人局
関東・甲信越方面　副方面長
山下　幸平　氏
ﾃｰﾏ「人生を左右する心の種」

１０月２１日（木）

　（一社）倫理研究所
　法人アドバイザー 　
　㈱アスク　会長　小山　秀一氏
　
　テーマ「ビジネスの未来」

10月15日(金)

10月26日(火)

上田市倫理法人会　会長
(同)遊心道
菅野　知良　氏
ﾃｰﾏ「チームで勝！」

１０月２８日（木）

　
　長野県倫理法人会　副事務長
　松本市倫理法人会　所属
　総合治療院　真氣
　　　　臼井　智治氏
　テーマ「コロナ禍で学んだ変わっては
　　　いけないものと変わるべきもの」

10月22日(金)

伊那・木曽(倫)副会長
社会保険労務士法人田畑事務所　所長
田畑　和輝　氏
テーマ「いまこそ変革の時、実践力を
　高めよう」

10月29日(金)

（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」

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

10月6日(水)

しなの倫理法人会　会員
㈱丸冨士
倉石　嘉奈子　氏
ﾃｰﾏ：音楽と私

10月2日(土)

長野市中央倫理法人会　会長
　　　久保田　俊行　氏

テーマ「～想い～　人生神劇」

10月5日(火)

岡谷市(倫)会員
串揚げ居酒屋　笑間　社長
長﨑　圭祐　氏
テーマ「」

10月13日(水)

(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

10月9日(土)

(株)北相木森水舎
野本　浩幸　氏
テーマ「異業種経験の集大成としての
　　　「林業」への挑戦

10月12日(火)

(一社)倫理研究所法人局　参事
法人アドバイザー
小山　秀一　氏
テーマ「ビジネスの未来」

10月20日(水)

長野県倫理法人会　事務長
一口腔単位技工館 館長
横山　清春　氏
ﾃｰﾏ：父のターミナルケア
　　　～終着駅まで～

10月16日(土) 松本中央倫理法人会　会長
　　　上條　啓子　氏

10月19日(火)
茅野(倫)　会員
あんしんのかけ橋　終活アドバイザー
本橋　美幸　氏

10月27日(水)

しなの倫理法人会　会員
三井住友海上火災保険㈱
矢内　大介　氏
ﾃｰﾏ：僕のフットボールの原点と今

10月23日(土) 選定中 10月26日(火) 会員スピーチ

10月30日(土) 千曲倫理法人会　副会長
　　竹内　正美　氏

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

10月7日(木)

(一社)倫理研究所 法人スーパーバイザー
㈱筑波物流　代表取締役社長
林　稔　氏
ﾃｰﾏ：家庭に愛を!!　職場に心を!!

10/7 トーイングカー
川上由利子氏

10月6日(水)

（一社）倫理研究所法人局普及事業部
関東・甲信越方面副方面長
山下　幸平　氏
テーマ「人生に彩りを与える心の種」

10月14日(木)

長野市中央倫理法人会　幹事
㈱車屋Ｈｉｚｕｍｅ 常務取締役
船田　信　氏
ﾃｰﾏ：こんな人生は
　　　想像していませんでした

10/14
岡谷市倫理法人会　相談役
アポロ歯科院長 宮坂　伸氏

10月13日(水)

長野県(倫)南信地区長
（同）サントップ
伊東　正人　氏
テーマ「立つ鳥跡を濁さず
　　　　　やっててよかった・・・」

10月21日(木)
長野市中央倫理法人会 幹事
メットライフ生命保険㈱
山田　純平　氏

10/21 渋温泉　春欄の宿　さかえや　代表取締役　湯本晴彦氏10月20日(水)

長野県(倫)朝礼委員長
㈲K＆Kメディカル　代表取締役
市川　伊知郎　氏
テーマ「みんなが健康　もっと元気な
　　　　　会社づくり」

10月28日(木)

konokonoキッチンスタジオ 主宰
クッキングコーディネーター
浜　このみ　氏
ﾃｰﾏ：軽やかに、しなやかに生きる
　　　ための人生のおいしいレシピ

10/28 法人SV 佐藤英夫 10月27日(水)

茅野倫理法人会　会員
㈱FPパートナー　コンサルタント
湯田坂　光祐　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

10月6日 千曲（倫）青年委員長　　富岡勝俊氏 10月1日(金)

(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
長野県(倫)　南信地区長
合同会社サントップ　代表
伊東　正人氏
テーマ：立つ鳥跡を濁さず･･･
やってて良かった

10月6日(水)

浅間倫理法人会会員
ルミナステラス
竹内早苗　氏

テーマ
世界一夢が叶う町を目指して
人の夢を応援する意味

10月13日 名誉専任研究員　川又久萬氏 10月8日(金)

茅野倫理法人会　事務長
かたりべ工房
半田　みゆり氏
テーマ：未来に向けて一歩一歩

10月13日(水)

関東甲信越方面研究員
前川寛嗣

テーマ
心の自然体

10月20日 伊那木曽（倫）MS委員長　網野俊輔氏 10月15日(金)

(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
岡谷市倫理法人会　相談役
（医）アポロ歯科医院　院長
宮坂　伸氏
テーマ：余情残心

10月20日(水)

長野県倫理法人会
諏方地区長　西田武治

テーマ
倫理を学んで得られたこと

10月27日
千曲（倫）幹事　　　　　　曹洞宗　圓福寺住職
円福寺愛育園　園長
　藤本光世（ふじもとこうせい）氏

10月22日(金)

(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
上田市倫理法人会　幹事
(株)丸陽　社長
小林　直文氏
テーマ：Old but New

10月27日(水) 10月29日(金)

(一社)倫理研究所　法人レクチャラー
伊那・木曽(倫)　相談役
アリマックス(株)　代表取締役社長
伊澤　芳夫氏
テーマ：であい（パートⅢ）
新型コロナウイルスと共尊共生

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

10月1日(金)
長野県（倫）北信地区長
鈴木秀一　氏
「　倫理は古いか（もうこりた）」　

10月1日(金)
松本中央（倫）顧問
 衆議院議員
 務台俊介氏

10月8日(金)

浅間倫理法人会　会員
竹内早苗　氏
「世界一夢が叶う町を目指して
　～人の夢を応援する意味～」

10月8日(金) 松本中央（倫）MS委員
 片山鉄太郎氏

10月6日(水)

伊那・木曽(倫)専任幹事
(資)青山　専務
唐木　拓　氏
「こころがけていること」

10月15日(金)

法人アドバイザー
磯田サヨ　氏
「倫理を正しく学んで楽しい毎日
　～これがよい～」

10月15日(金) 伊那・木曽（倫）会長
 宮澤豊和氏

10月13日(水)

飯田市(倫)会長
(有)メガテン　代表取締役
熊谷　仁志　氏
「コロナ禍での実践報告」

10月22日(金)

上田市倫理法人会　相談役
黒澤忠　氏
「満８１歳を過ぎ今の思い、
　これから先人生悔いなく生きれるか」

10月22日(金)
倫理研究所
 法人AD 
 真行寺廣始氏

10月20日(水)

伊那・木曽(倫)幹事
(一社)国際交流協会
吉田　明玉　氏
「外国人労働者を採用しなければならない時代に突入」

10月29日(金)

長野市倫理法人会　専任幹事
石田旭　氏
「大激動！世界は変わる！
　では日本は？私たちは？」

10月29日(金) 長野市中央（倫）
 田中 真弓氏

10月27日(水)
上松町地域コーディネーター
小林　信彦　氏
「私の地域活性化への思い」

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

１０月７日

千曲倫理法人会　副会長
長野県議会議員
　　　竹内　正美　氏

テーマ「女性の視点を防災に活かす」

１０月１４日

（一社）倫理研究所
関東甲信越方面　方面長
　　　宮内　秀樹　氏
テーマ「反始慎終」

2021年10月7日

独立行政法人　国際協力機構
駒ヶ根青年海外協力隊訓練所　所長
小林　丈通様
テーマ「国際協力の現場から」

１０月２１日
千曲市　副市長
　　　大内　保彦　　氏
テーマ「　　　　　　　　　　　」

2021年10月14日
居酒屋みなみ　事業主
堀内　陽子様
テーマ「りんりん祭り」で町おこし！

１０月２８日
（有）海野鉄筋工業所
　　　　海野　政也　　氏
テーマ「　　　　　　　　　　　」

2021年10月21日
伊南倫理法人会 役員
テーマ「会員スピーチ」
　　～令和４年度の役職をお受けして～

10月28日(木)

長野県倫理法人会　幹事長
(有)伊賀良設備　取締役
平田　睦美氏
テーマ「愛こそが経営の魂」


