
出向先 役職 出向者 LOM委員会名 役職

1 国際グループ 会務担当常任理事 齋藤　貢一 直前理事長

2 サマーコンファレンス運営委員会 副委員長 鈴木　正男　 監事

3 サマーコンファレンス運営委員会 委員 五十嵐　勝博 例会式典委員会 副委員長

4 サマーコンファレンス運営委員会 委員 今井　義仁 みらいの人財育成委員会 委員

5 サマーコンファレンス運営委員会 委員 小川　可奈子 拡大・オリエンテーション委員会 副委員長

6 サマーコンファレンス運営委員会 委員 木原　崇壱 みらいのＪＣ創造委員会 委員

7 サマーコンファレンス運営委員会 委員 日下部　咲 コンベンション委員会 幹事

8 サマーコンファレンス運営委員会 委員 鈴木　隆広 コンベンション委員会 副委員長

9 サマーコンファレンス運営委員会 委員 武内　嘉春 みらいのＪＣ創造委員会 委員

10 サマーコンファレンス運営委員会 委員 前澤　高行 横浜開港祭総務委員会 委員

11 サマーコンファレンス運営委員会 委員 吉田　玲 渉外委員会 委員

12 国際協力関係委員会 副委員長 川村　徹也 横浜開港祭企画運営委員会 委員

13 国際協力関係委員会 委員 池谷　佳朗 横浜開港祭広報渉外委員会 委員

14 国際協力関係委員会 委員 中村　健悟 副理事長

15 国際協力関係委員会 委員 矢部　征一郎 拡大・オリエンテーション委員会 幹事

16 国際アカデミー委員会 副委員長 川口　大治 みらいのＪＣ創造委員会 副委員長

17 国際アカデミー委員会 委員 太田　智洋 グローバルコミュニティ確立委員会 委員

18 国際アカデミー委員会 委員 齊藤　喬 監事

19 国際アカデミー委員会 委員 サイトシンガー　奈美子 グローバルコミュニティ確立委員会 副委員長

20 国際アカデミー委員会 委員 馬場　壮太 みらいの人財育成委員会 委員

21 国際アカデミー委員会 委員 望月　整 拡大・オリエンテーション委員会 副委員長

22 コミュニケーションデザイン確立会議 幹事 速水　啓太郎 例会式典委員会 委員

23 コミュニケーションデザイン確立会議 委員 浅野　礼 総務委員会 幹事

24 コミュニケーションデザイン確立会議 委員 谷﨑　和美 横浜開港祭総務委員会 副委員長

25 コミュニケーションデザイン確立会議 委員 那倉　大輔 みらいの人財育成委員会 副委員長

26 コミュニケーションデザイン確立会議 委員 渡辺　淳 情報戦略委員会 委員

27 人間力大賞・褒賞委員会 副委員長 吉田　滋一 情報戦略委員会 副委員長

28 人間力大賞・褒賞委員会 委員 内田　幸雄 横浜開港祭広報渉外委員会 副委員長

29 人間力大賞・褒賞委員会 委員 塩田　真義 ローカルコミュニティ推進委員会 委員

30 人間力大賞・褒賞委員会 委員 田中　悠太 ローカルコミュニティ推進委員会 委員

31 人間力大賞・褒賞委員会 委員 野路　尚弘 専務室 副室長

32 財務運営会議 運営幹事 小溝　幸一 情報戦略委員会 委員

33 財務運営会議 委員 永塚　千晶 コンベンション委員会 委員

34 財務運営会議 委員 三田　竜平 副理事長

35 財務運営会議 委員 中村　晃大 みらいの人財育成委員会 幹事

36 財務運営会議 委員 待井　秀祥 横浜開港祭総務委員会 委員

37 財務運営会議 委員 松本　丈志 コンベンション委員会 委員

38 渉外委員会 運営幹事 菊永　大 渉外委員会 委員

39 渉外委員会 委員 小川　信彦 情報戦略委員会 幹事

40 渉外委員会 委員 髙橋　正英 みらいの人財育成委員会 副委員長

41 渉外委員会 委員 三村　悠三 総務委員会 幹事

42 渉外委員会 委員 山村　哲郎 コンベンション委員会 委員

43 渉外委員会 委員 蓬田　方材 コンベンション委員会 幹事

44 総務委員会 室幹事 小池　毅至 ローカルコミュニティ推進委員会 幹事

45 総務委員会 副委員長 野並　晃 専務室 副室長

46 総務委員会 委員 石川　慶一 コンベンション委員会 委員

47 総務委員会 委員 尾田　塁 横浜開港祭企画運営委員会 委員

48 総務委員会 委員 齋藤　雅文 横浜開港祭総務委員会 委員

49 総務委員会 委員 谷川　献吾 総務委員会 委員

50 総務委員会 委員 山下　大輔 横浜開港祭総務委員会 委員

1 会員交流委員会 委員 廣田　稜 総務委員会 幹事

2 会員交流委員会 委員 村上　武 みらいのＪＣ創造委員会 幹事

1 関東地区　神奈川ブロック協議会 副会長 小俣　順一 副理事長

2 地域の未来創造特別委員会 副委員長 板垣　徹宏 渉外委員会 副委員長

3 地域の未来創造特別委員会 委員 坂　政樹 ローカルコミュニティ推進委員会 委員

4 地域の未来創造特別委員会 委員 中村　圭助 みらいのJC創造委員会 委員

5 地域の未来創造特別委員会 委員 永田　宜久 拡大・オリエンテーション委員会 委員

6 地域共生推進委員会 副委員長 向井　久雄 総務委員会 副委員長

7 地域共生推進委員会 委員 柴崎　勝臣 横浜開港祭広報渉外委員会 副委員長

8 地域共生推進委員会 委員 中野　智子 総務委員会 委員

9 地域共生推進委員会 委員 松原　淳一 ローカルコミュニティ推進委員会 副委員長

10 地域共生推進委員会 委員 山室　佳子 みらいの人財育成委員会 委員

11 事務局 事務局次長 眞下　友孝 専務室 副室長

12 事務局 運営委員 青木　惇 コンベンション委員会 委員

13 事務局 運営委員 熊谷　春寿 グローバルコミュニティ確立委員会 委員

14 事務局 運営委員 森　淳一 渉外委員会 幹事
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