
NO 名　　称 支部長・会長 連絡窓口 メールアドレス 開催予定日時 　　開催予定場所     備　　　　　考

1 本部(組織委員会) 廣田 則夫 室岡 和彦 info@meikei.or.jp 10/3(土) 茗渓会館  茗渓・筑波産業人倶楽部全国展開発表 の会 

2 本部(組織委員会) 廣田 則夫 室岡 和彦 info@meikei.or.jp 毎月第3水曜19:00~ 茗渓会館・オンライン 茗渓・筑波大学産業人会、教育人財育成 

3 本部(広報委員会) 早川 源一 室岡 和彦 info@meikei.or.jp 未定(4回開催) 茗渓会館・つくば市内 茗渓会公開講座　

4 筑波大茗渓会 仏山 輝美 立山 雅博 tsukuba.u@meikei.or.jp 未定 筑波大学大学会館

5 北海道茗渓会 川口　淳 鵜野 和憲 hokkaido@meikei.or.jp ①5/15、②1/9 ANAクランプラザホテル札幌 ①総会、②新年会(講演会)

6 青森支部 前田　済 工藤 誠司 aomori@meikei.or.jp 8月下旬 青森市内

7 岩手支部 佐藤　有 清水 茂幸 iwate@meikei.or.jp 2022年1/8(土)17:00~ 未定

8 宮城支部 土生 善弘 山崎 健二 miyagi@meikei.or.jp 11/27(土)16:00~ ホテル白萩

9 あきた茗渓会 木浪 恒二 豊嶋 幸子 akita@meikei.or.jp 未定 未定

10 山形県支部 津田　浩 鳥羽　聡 yamagata@meikei.or.jp 11月下旬 ホテルキャッスル

11 福島県茗渓会 大沼 博文 大槻 文彦 fukushima@meikei.or.jp 未定 未定

12 茨城茗渓会 髙村　祐一 太田 泰助 ibaraki@meikei.or.jp 6/27(日)16:30~ ホテルレイクビュー水戸

13 栃木県茗渓会 荒井 光弘 今井 和彦 tochigi@meikei.or.jp ７月上旬 未定

14 群馬支部 髙橋 浩昭 青木 忠人 gunma@meikei.or.jp 6/26(土)15:00~ メトロポリタン高崎

15 埼玉支部 前島 富雄 青木 勇藤 saitama@meikei.or.jp 未定 未定

16 千葉支部 百瀬 明宏 大久保 利宏 chiba@meikei.or.jp 未定 東天紅

17 東京茗渓会 高橋 基之 大根田 裕 tokyo@meikei.or.jp 11/28(日)14:00~ 茗渓会館 コロナの場合オンライン

18 神奈川茗渓会 大畑 多津雄 大石　進 kanagawa@meikei.or.jp 7/3(土)11:00~ ローズホテル横浜

19 山梨支部 小俣 宏記 根津 敦司 yamanashi@meikei.or.jp 7月下旬 ニュー芙蓉

20 長野県支部 巻山 圭一 北野 亨 nagano@meikei.or.jp 6/20(日) ホテルモンターニュ松本

21 新潟茗渓会  中島 郁雄 夏見 康彦　 niigata@meikei.or.jp 6/26(土)13:00~ ホテルサンルート新潟

22 富山支部 福島 英晴 寺崎 啓子 toyama@meikei.or.jp 7/6（土）15:00~ 富山電気ビルディン
グ

23 石川支部 田井 友章 神田　康 ishikawa@meikei.or.jp 未定 未定

24 福井県支部 金﨑　肇 田崎　忍 fukui@meikei.or.jp 2022年2/5(土) 嶺南地区（未定）

25 静岡県支部 小川 伸吾 小川 伸吾 shizuoka@meikei.or.jp 6/26（土）15:00~ 静岡クーポール会館

26 愛知支部 竹下 裕隆 蟹江 吉弘 aichi@meikei.or.jp 7/1１(日)16:00~ ルブラ王山

27 岐阜茗渓会 鈴木  健 蒲　尚胤 gifu@meikei.or.jp 2022年2月初旬頃 グランヴェール岐山

28 三重茗渓会　 岡村 芳成 若宮 一哉 mie@meikei.or.jp 未定 未定

29 SMK(関西ブロック) 松本 秀範 戸井田 克己 ohsaka@meikei.or.jp 6/12（土）15：00~ ホテルビナリオ梅田 正式名 MKS（茗渓関西・教育研究・産業人会議）

30 滋賀支部 𦚰坂 高峰 藤江 隆史 shiga@meikei.or.jp 未定 未定

31 京都茗渓会 三橋 利彦 川合 寛明 kyoto@meikei.or.jp 11/20(土)第1候補,13(土)第2候補 ホテル・グランヴィア京都

32 大阪茗渓会 松本 秀範 戸井田 克己 ohsaka@meikei.or.jp 6/12（土）15：00~ ホテルビナリオ梅田 MKS（茗渓関西・教育研究・産業人会議）と共催

33 兵庫支部 升川 清則 川端　太一 hyogo@meikei.or.jp 6月 未定

34 奈良茗渓会 谷垣　康 岩佐 泰造 nara@meikei.or.jp 7/6（土） 未定

35 和歌山茗渓会 川久保 尚志 岡本 規 wakayama@meikei.or.jp ７月中旬頃 未定

36 鳥取県茗渓会 小倉 健一 出雲 大輔 tottori@meikei.or.jp 未定 未定

37 島根県支部会 境　 英俊 西村　覚 shimane@meikei.or.jp 9月上旬頃 松江市内

38 岡山支部 長尾 隆史 黒住 伸吾 okayama@meikei.or.jp 未定 未定

39 広島支部 大辻　明　 若井 研治 hiroshima@meikei.or.jp 未定 未定

40 山口支部会 吉本　晃 藤本 秀夫 yamaguchi@meikei.or.jp 10/9(土)17:00~ 未定

41 徳島茗渓会 阿部　隆 田北 直樹 tokushima@meikei.or.jp 7月上旬頃 ホテルグランドパレス徳島

42 香川茗渓会 香西 新五 河合 雄太 kagawa@meikei.or.jp 11月中旬頃 未定

43 愛媛茗渓会 星川 志朗 山本 隆祥 ehime@meikei.or.jp 8/8(日)12:00~ にぎたつ会館

44 高知茗渓会 田頭 克文 手林 慎一 kouchi@meikei.or.jp 未定 未定

45 福岡茗渓会 稲富　勉 片山 英和 fukuoka@meikei.or.jp 7月上旬頃 未定

46 佐賀県茗渓会 松雪　誉 山田 和人 saga@meikei.or.jp 6月 グランデはがくれ

47 長崎茗渓会 渡邉 孝経 吉村 史朗 nagasaki@meikei.or.jp 6/22(土）18:30~ セントヒル長崎

48 熊本支部 赤星 隆弘 橋本 徹也 kumamoto@meikei.or.jp 6月 未定

49 大分県茗渓会 野尻 明敬 押田  武 ooita@meikei.or.jp 2月中旬頃 未定

50 宮崎県支部 川井田 和人 川内 健二 miyazaki@meikei.or.jp 未定 未定

51 鹿児島茗渓会 黒木 哲二 前　和樹 kagoshima@meikei.or.jp 未定 未定

52 沖縄茗渓会 前門　晃 三輪 一義 okinawa@meikei.or.jp 未定 未定

* データは2021/3/31現在

令和3年度 　本部及び地域組織の役員及び総会・研修会予定
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