２０２０・0３

全国地域同窓会一覧

２０２０年2月14日現在
北海道銀杏会(1972/150） 埼玉銀杏会（1994/280） ①東静銀杏会(1996/100) 鳥取赤門会(2012/50)
佐賀赤門会(1982/70)
会長: 桑澤嘉英（76法・会 会長:渡辺正男(62工・会社 会長：鈴木善之助（53 会長：八村輝夫(61法・元鳥 会長: 井田出海（68法・佐
社役員）、連絡：藤井文世 役員）
農）連絡：坂部利夫（77 取商工会議所会頭）
賀商工会議所会頭）
連絡：坂根徹（74法・会社経 連絡：稲富英大（78法・会
（79経・銀行）
代表幹事：露無松景（81 法・弁護士）
函館銀杏会（2017/30)
法）
②浜松銀杏会(2017/45) 営）
社役員）
会長：片桐恭弘（76工・公立は
会長：北脇保之(74法・ ＃鳥取県出身東大新入生
歓迎会 幹事：福井論
こだて未来大学理事長・学
浜松聖星高校理事長）
長）

青森県東大同窓会
(2012/65）
会長：小山内豊彦（79文）
連絡：山形聡（89経・地元
テレビ局）

千葉銀杏会（199１/140)
会長:三木英司(56医・病院
長）
連絡：佐々木信（65経・会
社役員）

岩手赤門会(2014/100)
会長：中村一郎（79法・三
陸鉄道社長） 09/21就任
連絡：湯下道雄（86養・会
社役員）

東京銀杏会（1995/1500)
会長：森田富治郎（64法・
第一生命顧問）
連絡：土田晃道（67工・会
社役員）

仙台赤門会 (2001/5０)
会長：渡辺達美（83法・日
本赤十字社宮城県支部）
連絡：高橋秀知（９２教育：
県庁）

神奈川銀杏会(1993/180)

会長:豊吉誠治(78工） 連
絡：福山隆幸 (78法・副会
長兼代表幹事）
鎌倉淡青会(2003/262)
会長：吉田和彦(61工)連
絡：池戸誠二郎（66文・代
表幹事）
秋田銀杏会(2013/180)会 新潟銀杏会（2014/70)
長代行:松永隆司（71農
会長：福田勝之（79経・新
博・秋田県立大学名誉教 潟商工会議所会頭）
授） 事務局：小嶋郁夫⇒小峰 連絡：樋口真一（96文・事
正史（秋田県立大・4月より）
務局）

岐阜県（東海銀杏会）

東海銀杏会（愛知・岐阜・
三重） (1988/350)
会長: 水野明久（76工・中
部電力取締役会長）
連絡：清水順二（74工・会
社役員）

三重県(東海銀杏会）

島根赤門会(2013/70)
会長：木幡均（82経・地銀
役員）
連絡：古津弘也（95法・弁
護士）

①長崎銀杏会（1996/66)
会長：塩飽志郎（68法）
連絡：鳥巣維文（74経）

岡山東大会（1958/150)）
会長:河原昭文（64法・弁
護士）
連絡：阿保達彦(89農卒・
教員）

熊本淡青会(1991/140)
代表幹事: 沢畑享（86農・
「愛林館館長」）
連絡：同上

広島赤門クラブ(1986R/70)
会長: 大野徹（77経・会社役
員・県教育委員会長）
連絡：粟屋充博（80工・会社役
員）

大分赤門会(1988/80)
代表世話人:安藤昭三(５１
法・前大分商工会議所会
頭）
事務局長：生野裕一（01
法・弁護士）

②*佐世保赤門会(-/30)
会長：光武 顕（57農 ・元市
長）

山口東大会(2014/120 )
*滋賀銀杏会(2009/90)
会長: 武村正義(６２経・元 会長：二井関成（72法・前県
知事） 幹事： (山口)西富一平(９
大蔵大臣）
６理・県庁）(宇部)西尾正幸（９６工）
連絡：上田重和（93育）

宮崎赤門会(2014/120)
会長：日野直彦（７８法・弁
護士）
連絡：横山幸子 （８５育・県
庁）

京都東大会(2002/190)
2018/1/1より
会長:太田譲二（71経・黄
桜会長）

徳島東大会(1995/150)
会長: 桐野豊(６７薬・前徳
島文理大学学長）
連絡：里正彦(85経・阿波
連絡：田中伸（77法・弁護士） 銀行）＃東京大学徳島県
人会幹事：仁尾徹
石川赤門会(2012/150)
福島東大同窓会
関西東大会(1987/410)
香川銀杏会(2002/165)
連絡：守岡宗憲（99法・県 会長:水野一郎（64工・金沢 会長:北 修爾 （66経・阪 会長: 松井孝嘉（67医・病
工業大副学長）
庁）
和興業名誉会長）
院長）
連絡：（石川）西川圭史(01
注）活動休止中
連絡：河野裕亮（７８経）
連絡：加藤宏一郎（88経・
法・会社役員）(東京）小林博
地元放送会社役員）

鹿児島銀杏会(1996/90)
会長:新納幸辰（80法・弁
護士）
連絡：新納法律事務所

茨城銀杏会 (1999/90)
会長 川村俊彦（61経・地
銀役員）
連絡：増山弘（78経・会社
役員）
栃木銀杏会（2002/280)
会長 須賀英之（77経・宇
都宮短大学長）
連絡：田口崇文（99文・県
庁）
群馬銀杏会(2011/160)
会長:高田邦昭（74理・群
馬県立国民健康科学大学
長）
連絡：堀口均（83法・弁護
士）

＃在京県人会組織（学生・
教職員・卒業生）
*連合会未入会

山形赤門会（2014/90)
会長：結城章夫（71工・元
山形大学学長）
連絡：今野誉康（98経・高
校勤務）

*富山淡青会（1985/150)
会長:武内繁和(82法・会社
役員）
連絡：米田篤史

(周南)松田訓明（８５法）在京の会幹
事：永沢裕美子（８４育）

重（76法・会社経営）

福井銀杏会(2002/90)
会長:栗田幸雄（55法・元
県知事）
連絡：久保文孝（92法・会
社役員）
山梨銀杏会(2006/50)
会長: 島田眞路 （77医・
山梨大学学長）
連絡：風間正利（１０・新領
域創成科学・修）

兵庫東大会(1999/120)
代表幹事:西村文茂(72
法・弁護士）
連絡：河野真悟（96工
退）
奈良東大会（2005/60)
会長:木部義人(65法/会社
役員）
連絡：安藤昌司（92文・弁
護士）
①松本赤門会(1981/45)
和歌山赤門会(1970/100)
会長:帯刀益夫（66薬・東北 会長: 田辺善彦（66法・弁
大学名誉教授） 連絡：横沢 護士）
敏（88文・会社役員）
連絡：安藤元二（67法・会
②*長野赤門会(2006/130） 社経営）
会長: 山浦愛幸(69農・地銀
役員）

愛媛赤門会(2010/140)
会長:加戸守行（５７法・前
県知事）
連絡：玉井真一郎(８５経・
会社役員）
高知東大会(1995/60)
会長 磯部雅彦(75工・高
知工科大学理事長）
連絡：矢野公士（95法・弁
護士）
①福岡銀杏会(1999/430)
会長：石原進（63法・ＪＲ九
州相談役）連絡：惣福脇
学（04経・九電）
②北九州の集い

沖縄赤門会(1960/60)
会長:上原昭(74経・糸
満市長）
連絡:久場景太郎(11
工・沖縄電力）

（特別会員）
鎌倉淡青会・さつき会・
三鷹クラブ・東大科哲の
会・赤門市長会・自由が
丘銀杏会

(2006/140)

世話人：岡本稔（６７工）

〒１１３－００３３ 東京都文京区本郷７－３－１ 東京大学 第二食堂一階
TEL 03-5804-3875 FAX 03-5804-3876 E-mail:nagasaki.utdosokairengokai@mbr.nifty.com

東京大学同窓会連合会

会長：有馬朗人 代表幹事：岡崎一夫 事務局長：長嵜新一 次長：土田晃道(東京銀杏会事務局長兼任）
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