
（H30.1.1現在/敬称略/50音順）

氏名 ふりがな 所属団体・肩書き等

1 青井 賢平 アオイ ケンペイ （公財）岡山県産業振興財団顧問

2 赤坂 健太郎 アカサカ ケンタロウ 津山おくにじまん研究会　津山の街並み保存と活用を考える会　鶴山を考える会 津山を歩けばの会

3 天児 慧 アマコ サトシ 早稲田大学国際学術院アジア太平洋研究科教授

4 izumin イズミン ブロガー日本女子代表（プロブロガー）／ライター

5 井田 章子 イダ アキコ 一般財団法人コミュニティ・ネットワークフォーラム　理事長

6 井上 啓子 イノウエ ケイコ （株）クリエイティブネクサス　取締役エグゼクティブプロデューサー

7 井上 忠 イノウエ タダシ 元（株）シード　代表取締役社長

8 イルカ イルカ シンガーソングライター　絵本作家　IUCN国際自然保護連合親善大使

9 岩谷 英昭 イワタニ ヒデアキ 中国学園大学国際教養学部教授、ピーター・ドラッカー大学院学長特別補佐

10 岩本 敏 イワモト サトシ 小学館・社長室顧問

11 内田 満 ウチダ ミツル 大阪府河南町文化協会　顧問、近畿おかやま会　常任幹事

12 遠藤 守 エンドウ マモル 名古屋大学大学院情報科学研究科　准教授

13 岡本 竜馬 オカモト リュウマ 三井物産（株） / 室長

14 押阪  忍 オシザ　カシノブ (株)エス・オー・プロモーション　代表取締役会長　　フリーアナウンサー

15 尾原 博明 オハラ ヒロアキ 東海岡山県人会　会長

16 加藤 弘治 カトウ コウジ 観光ビジネス研究会　代表社員、中小企業診断士、つやま産業支援センターアドバイザー

17 兼本 章 カネモト アキラ 津商同窓会

18 川本 省自 カワモト セイジ 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会代表理事会長（農水省OB）

19 神田 將志 カンダ マサシ 協同組合岡山情報文化研究所　上席研究員

20 神橋 一彦 カンバシ カズヒコ 立教大学法学部教授

21 光嶋 勲 コウシマ イサオ 東京大学医学部形成外科教授、バルセロナ大学・スタンフォード大学客員教授

22 河野 宏 コウノ ヒロシ 倉敷リバーサイド病院名誉院長、国立岩国医療センター名誉院長

23 國米 秀明 コクマイ ヒデアキ 全国福祉保育労働組合東京地方本部 副執行委員長、国家資格キャリアコンサルタント

24 小島 盛利 コジマ モリカズ 和のエネルギー株式会社代表取締役社長　渋谷Flowerプロジェクト代表　広島修道大学非常勤講師

25 小松崎 常夫 コマツザキ ツネオ 建築家、一級建築士

26 小宮山 潔子 コミヤマ キヨコ 国士舘大学名誉教授

27 頃安 健司 コロヤス ケンジ TMI総合法律事務所 弁護士（元大阪高等検察庁検事長）

28 坂上 恭助 サカウエ キョウスケ 明治大学教授工学博士（環境工学）（下水道）

29 佐々木 建成 ササキ タケシゲ 元・（財）日本ナショナルトラスト理事長、元新東京国際空港公団副総裁

30 佐田 通明 サダ ミチアキ 株式会社オアシスMSC　会長

31 清水 克之輔 シミズ カツノスケ 社団法人ヨーロッパ鉄道協会理事、学校法人佐藤栄学園関連教育旅行センター会長兼ＣＥＯ

32 白須 敏朗 シラス トシロウ 一般社団法人大日本水産会会長

33 菅原 豊 スガハラ ユタカ ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社　シニアパートナー / PRプロデューサー

34 杉山 慎策 スギヤマ シンサク 就実大学副学長兼経営学部長、教授

35 隅田 憲平 スミダ ケンペイ 公益財団法人鶴山館理事長、ＮＰＯ法人東京シティガイドクラブ理事長

36 妹尾 良昭 セノオ ヨシアキ 楽天株式会社監査役

37 高木 巧治 タカギ コウジ 美術普及家、美術館で個人コレクター展を開催する会主宰、全国造形美術連盟会員、

38 只友 景士 タダトモ ケイシ 龍谷大学政策学部　学部長　教授

39 田原 弘徳 タハラ ヒロノリ 東京都剣道連盟審議員　（宮本武蔵顕彰武蔵武道館名誉館長）

40 富田 玲子 トミタ レイコ 象設計集団　建築家

41 永井 則雄 ナガイ ノリオ パナソニックESファシリティマネジメント株式会社

42 永山 泉水 ナガヤマ イズミ 株式会社　ホテルリゾート下電（ゆのごう美春閣）・女将

43 仁木 勝清 ニキ カツキヨ 勝山高校

44 西村 眞 ニシムラ マコト 東海学園大学経営学部　教授

45 西村 義郎 ニシムラ ヨシロウ 銀坐　にし邑　店主

46 野々上 大介 ノノウエ ダイスケ piatto nonoオーナーシェフ、有限責任事業組合勝央ツーリズム研究会代表

47 延原 誠 ノブハラ マコト 株式会社　内外総合通信社

48 春名 昌哉 ハルナ マサヤ 春名経営コンサルタント事務所代表　起業家同友会　会長

49 日笠 敬三 ヒカサ ケイゾウ 大阪ガス株式会社社友

50 平井 祥之 ヒライ ヨシユキ 東京アライドコーヒーロースターズ(株)　営業部所属

51 藤木 美奈子 フジキ ミナコ 桜美林大学専任講師

52 増田 美子 マスダ ヨシコ 学習院女子大学名誉教授、国際服飾学会会長

53 水沢 利栄 ミズサワ トシヒデ 福井大学　教育学部　教授

54 水谷 仁 ミズタニ ヒトシ （株）ニュートンプレス　編集長、宇宙航空研究開発機構名誉教授

55 溝尾 嘉章 ミゾオ ヨシアキ （株）アダチ

56 三頭 聰明 ミツガシラ トシアキ 日本原子力研究開発機構　照射燃料研究室：研究嘱託

57 皆木 和義 ミナギ カズヨシ
経営コンサルタント　作家　歴史研究家　元㈱ﾊｰﾄﾞｵﾌ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（東証一部）代表取締役社長
元㈱ﾘｿｰ教育（東証一部）取締役副社長　元㈱大戸屋（ＪＡＳＤＡＱ）社外取締役

58 三村 優美子 ミムラ ユミコ 青山学院大学経営学部教授

59 薬師寺 克行 ヤクシジ カツユキ 東洋大学社会学部教授

60 山下 弘司 ヤマシタ ヒロシ 名前のことだまＲ代表

61 山本 一行 ヤマモト カズユキ 山本一行法律事務所 弁護士、元横浜弁護士会会長

62 山本 昇 ヤマモト ノボル 早稲田大学マーケティング・コミュニケーション研究所招聘研究員

63 山本 博文 ヤマモト ヒロフミ 東京大学大学院教授

64 吉井 誠 ヨシイ マコト 株式会社アイ・エス・ティ　代表取締役、　愛媛大学大学院・岡山県立大学非常勤講師

65 好川 純一 ヨシカワ ジュンイチ トヨタ紡織株式会社相談役

津山珈琲倶楽部まちづくりアドバイザー


