
新役員名簿

 岐阜県人会新役員名簿（平成24年度）

役　　職 氏　　名 職　　　　　　　　　　　名 出身地

顧　　問 古田　　肇 岐阜県知事 岐阜市
藤墳　　守 岐阜県議会議長 垂井町

名誉会長・理事 加藤　重義 三井住友カード（株）  特別顧問　（元（株）三井住友銀行　副頭取） 岐阜市
会長・理事 立川　敬二 宇宙航空研究開発機構　理事長　（元ＮＴＴドコモ社長） 大垣市

副会長・理事

水町　重範 水町メディカルグループ　代表・内科学会認定医 岐阜市
土川　宗一 東京飛騨会会長、東京有斐会会長、日流機工（株）　代表取締役 高山市
前原　金一 経済同友会　副代表幹事・専務理事　（元東京岐阜県人会幹事長） 多治見市
熊﨑　勝彦 東京益田会会長、弁護士、（元東京地検特捜部長） 下呂市

幹事長・理事 小林　久三 東海医療フォーラム・ＮＰＯ　顧問　（元パロマ（株） 常務取締役　元三井住友銀行 新宿支店長） 岐阜市

名誉顧問・理事 神谷　一雄 松久グループ　代表　（元東京岐阜県人会会長） 岐阜市
椎名　武雄 日本ＩＢＭ（株）　名誉相談役　（元東京岐阜県人会会長） 関　市

特別顧問・理事 林　　義郎 グローバル情報社会研究所（株）　顧問　（元ボーダーフォン（株）　会長　元東京岐阜県人会幹事長） 笠松町

理　　事

秋田　政数 衆議院議員　中川秀直　秘書 岐阜市
浅野　博幸 住友不動産（株）　理事　（元住友不動産（株）取締役専務執行役員） 岐阜市
安藤　重寿 日立造船（株）　相談役　（元 （株）三和銀行　専務取締役） 安八町
垣水　孝一 （財）印刷朝陽会　理事長　（元大蔵省関税局長） 高山市
春日井　霹 三菱重工業（株）　特別顧問　（元三菱自動車工業（株）代表取締役副社長） 岐阜市
蒲　　雄二 洋画家 飛騨市
唐澤　理恵 （株）パーソナルデザイン　代表取締役 大垣市
河島　弘明 日本原子力技術協会　顧問　（元日立エンジニアリング（株）取締役社長） 岐阜市
川村　敏郎 （株）コラボ・ビジネス・コンサルティング　代表取締役（元日本電気（株）　代表取締役副社長） 岐阜市
草野　満代 ニュースキャスター　（元ＮＨＫアナウンサー） 中津川市
小西　悦郎 （株）愛宕小西　代表取締役社長 岐阜市
後藤　寿彦 西濃運輸（株）　野球部監督　（元慶應義塾大学　野球部監督） 各務原市
近藤　征雄 美濃紙業（株）　取締役会長 美濃市
桜井　美国 （株）桜井グラフィックシステムズ　代表取締役会長 美濃市
篠田　和久 王子製紙（株）　代表取締役社長 多治見市
清水　とき （学）清水学園　理事長、専門学校 清水とき きものアカデミア  学校長　（財）日本きもの文化協会　会長、きもの芸術館　館長 岐阜市
荘村　清志 ギター奏者 岐阜市
鈴木　孝男 （元新日本石油株式会社副社長） 岐阜市
鈴木　寬治 東京工業大学大学院理工学研究科　教授 瑞浪市
仙石　　誠 中日新聞東京本社　常務取締役　東京本社代表 岐阜市
棚橋　祐治 石油資源開発（株）　代表取締役会長　（元通商産業省事務次官） 岐阜市
寺町　　 博 フジフューチャーズ（株）　代表取締役会長兼社長　（元ＴＨＫ（株）代表取締役社長） 山県市
野原　洋一 （株）タチバナ産業　代表取締役会長 池田町
野村　哲也 清水建設（株）　代表取締役会長 揖斐川町
日比野克彦 東京芸術大学美術学部先端芸術表現科教授　アーティスト 岐阜市
日比野隆司 （株）大和証券グループ 本゚社　執行役社長兼CEO 岐阜市
益子　　隆 （財）濃飛会　常務理事　（元日本航空（株）　副社長） 岐阜市
益田祐美子 （株）平成プロジェクト　代表取締役社長、映画・コンテンツプロデュサー 高山市
松田　隆利 法政大学企画・戦略本部特任教授　（元総務省事務次官） 岐阜市
宮田　博之 （株）レオパレス２１　取締役専務執行役員　（元三井住友建設（株）　代表取締役社長） 岐阜市
村瀬　昭夫 （株）インターコミュニケーションズ　代表取締役　（元日本シネセル（株）　代表取締役） 岐阜市

 在京諸団体代表者
足立　　勲 岐阜工業高校同窓会関東支部長、豊島ケーブルネットワーク（株）　代表取締役社長 関　市
安藤　速雄 茗友会（岐阜県学寮同窓会）会長 瑞浪市
石黒　廣洲 中津高校同窓会関東OB会会長、中央大学研究開発機構　客員研究員 中津川市
加藤　祐一 関高校同窓会東京支部相談役、加藤祐一税理士事務所　所長 関　市
木原　　昇 （財）岐阜県立大垣工業高等学校同窓会東京支部長、ＫＩＰ　代表 関ヶ原町
高井　幸弘 恵那高校東京城陵会会長 中津川市
谷口　智治 岐阜商業高校同窓会関東支部長、一般社団法人全国経営者団体連合会　理事長 高山市
道家　　明 濃飛会（岐阜県学生会館OB会）東京支部長 美濃加茂市
中島　千尋 瑞浪高校首都圏同窓会会長　（元（株）丸運　常務取締役） 瑞浪市
林　　秀美 岐阜北高校北斗会関東支部長、（株）ゼンリンデータコム　取締役会長 福岡県
福田　英明 本巣松陽高校同窓会関東支部長 大野町
道下万佐人 関東飛騨市会会長、（株）司構造計画　専務執行役員 飛騨市
宮本悠美子 在京（首都圏）岐阜高校同窓会会長、コーアーシーズ（株）　代表取締役社長 岐阜市
村瀬　好彦 土岐商業高校東京同窓会会長、元ＮＲＩシェアード専務取締役 瑞浪市
原田　英明 多治見北高校同窓会東京支部会長、エム・デジタル・デザイン代表 恵那市
渡邊　三鶴 大垣北高校関東同窓会会長、（前・公益財団法人多摩市文化振興財団理事長） 池田町

監　　事 鵜飼　　實 鵜飼公認会計士事務所　所長 関　市
加藤　岑夫 （元三生リース（三井生命系）（株）　取締役） 瑞浪市

評議員

小宅　　勇 （株）ジンプラ　顧問 大垣市
神谷　拓雄 （財）新日本検定協会　参与　（元国土庁長官官房審議官） 岐阜市
河村　守康 （株）虎ノ門実業会館　代表取締役社長 岐阜市
小坂　重吉 丸の内第一法律事務所　所長弁護士 美濃市
玉腰　　徹 （株）司構造計画　常務執行役員 高山市
那須　美徳 狭山市行政改革推進委員　（元東京都監査事務局長） 岐阜市
羽賀　正行 日本設備工業（株）　代表取締役会長 大垣市
平工　　喬 東京人材銀行コンサルタント　（元東芝プラントシステム（株）常勤監査役） 岐阜市
松井　茂久 博宣（株）　代表取締役 関　市
八木　茂樹 公認会計士・税理士 下呂市
渡辺　金利 （株）電算システム　ＩＤソリューション事業本部　データシステム事業部　システム運用部　部長 白川町

（敬称略 五十音順）
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幹事名簿

東京岐阜県人会・幹事名簿

県人会創立110周年行事プロジェクトチーム

役 氏　　　　　名
幹事長 小林　久三

副幹事長

浅野　博幸
（フェローシップ委員長）

今井秀奈律
（青年部委員長）

神谷　拓雄
（広報委員長）

後藤　栄司
（広報担当）

谷口　智治
（親睦委員長）

高井　幸弘
（フェローシップ副委員長）

玉腰　　徹
（親睦副委員長）

松井　茂久
（広報担当）

山本　康夫
（総務企画担当）

八木　茂樹
（総務企画委員長）

渡辺　金利
（広報担当）

常任委員会

総務企画委員会
◎八木　茂樹 秋田　政数 今井秀奈律* 入野　至功* 大石アケミ * 唐澤　理恵* 小西　悦郎 平良　未散*
　高井　幸弘* 森屋　正治* 山本　康夫
フェローシップ委員会
◎浅野　博幸 ○高井　幸弘 秋田　政数* 伊藤　和徳 大石アケミ 奥村　真悟 唐澤　理恵 後藤　哲男
杉野　由和 田口　康子 玉腰　徹* 中野　稔也* 成瀬　　傳 宮田　栄子 森屋　正治 渡辺　金利*
和田　光正

親睦委員会
◎谷口　智治 ○玉腰　　徹 奥村　真悟* 唐澤　理恵* 佐藤　　彰 杉野　由和* 田中　三郎 成瀬　　傳*

広報委員会
◎神谷拓雄 ○松井　茂久 ○原田　英明

会報部 ◎神谷　拓雄 井戸　誠典 岡田　明子 後藤　栄司 平良　未散 宮田　栄子*
ウェブサイト部 ◎原田　英明* 久保田　敦* 高橋　裕子 渡辺　金利
青年部委員会
◎今井秀奈律 ○中野　稔也 ○松井　　優 入野　至功 桐山　雄貴 久保田　敦 佐藤　　彰* 高橋　裕子*
村上　満美

役　　職 氏　　　　　名
リーダー 小林　久三

サブリーダー 山本　康夫

委　員
浅野　博幸 今井秀奈律 神谷　拓雄 後藤　栄司 谷口　智治 高井　幸弘 玉腰　　徹 松井　茂久
八木　茂樹 渡辺　金利 井戸　誠典 入野　至功 唐澤　理恵 中野　稔也 原田　英明 松井　　優
森屋　正治

◎は委員長または部長、○は副委員長または副部長、*は兼務

プロジェクトチームは平成２４年の東京岐阜県人会創立１１０周年に向けて２年間の活動のあり方について検討をし、委員会に提案する。
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