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【主な業務内容】

◆人材派遣ビジネス
明治学院（明治学院大学、高等学校、中学校等）及び教育機関
や他学校を中心に学校事務に特化した人材派遣を行っています。
学校関連企業として相応しい質の高いサービスの提供に努めて
います。

◆明治学院白金チャペルでの結婚式
当事者のいずれかが、同窓生、現・元教職員、法人役員また

はそれらの近親者の方であればお申し込みいただけます。本学
はプロテスタントのキリスト教信仰を建学の精神としており、
礼拝に準じる儀式としての挙式を行います。

◆学生総合保険・海外旅行傷害保険・火災保険・自動車保険（バ
イクを含む）・医療保険などの代理店業務を行っています。

◆白金校舎パレットゾーンの食堂・横浜
校舎のインターナショナルカフェの運営
管理をしています。

◆新入生．在校生に対するお部屋探し・
住替えのご相談受付、明治学院大学女子
寮「セベンレンス館」の運営管理をして
います。

◆大学ロゴグッズ、バッハアカデミーの
CD、自動販売機での飲料の販売をしてい
ます。
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同窓会

全国ブロック長

支部長一覧

北海道ブロック
● 札幌支部 近藤　裕志 1977大法
● 小樽・後志支部 金久保兵士郎 1967大商

 道北支部 上田　征二 1959大商

 北見支部 新本　卓生 1972大商

 釧根支部 松田　富雄 1981大経

 十勝支部 飯沼　剛 1970大商

東北ブロック
● 青森県支部 工藤　祐直 1979大法
● 岩手県支部 篠谷　　隆 1968大商
● 秋田県支部 石岡　和志 1988大法
● 宮城県支部 水上　健治 1962大商
●● 福島県支部 渋佐　章一 1959大社
● 山形県支部 堺　健一郎 1973大経

甲信越ブロック
●  樺山　　仁 1959大経・1952中学・1955高校
● 新潟県支部 永原　良太 1969大社 
● 長野東北信支部 夏目　　潔 1974大法 

 長野中南信支部 篠原　俊文 1987大経 
● 山梨県支部 渡辺　好子 1968経修・1963大経

近畿ブロック
● 奈良県支部 牧野　一元 1968大社
● 大阪府支部 酒匂　英世 1982大法
●● 兵庫県支部 村山　眞子 1967大英
● 京都府支部 中田　　明 1972大法
● 滋賀県支部 佐藤　篤史 1986大法
● 和歌山県支部 南　　成明 1979大法

北陸ブロック
● 富山県支部 岩村　彰治 1978大法
● 石川県支部 和泉　文夫 1975大法
●● 福井県支部 前川　　徹 1986大福

九州・沖縄ブロック
●● 福岡県支部 岩城　嗣郎 1964大英 

 北九州支部 高橋　　大 2006大政 
● 佐賀県支部 太田　直彦 1977大経 
● 長崎県支部 竹本　慶三 1973大商 
● 大分県支部 亀島　栄司 1975大経 
● 熊本県支部 宇野　偕治 1965大商・1961高校
● 宮崎県支部 中下　和幸 1977大商 
● 鹿児島県支部 森　　静樹 1971大法 
● 沖縄県支部 安仁屋博一 1973大商 

北関東ブロック
● 群馬県支部 立見不可止 1963大経 

 群馬桐生支部 春山　和彦 1956大商 

 群馬北毛支部 青柳　譲二 1974大社 

 群馬東毛支部 松本　貴行 1990大経 

 群馬伊勢崎佐波支部 松本　好夫 1974大商 
●● 栃木県支部 大谷　紘三 1971大商 

 足利・佐野支部 本山　文男 1975大法 
● 茨城県支部 小林　隆夫 1961大経 

 茨城みなみ支部 笹倉　　裕 1971大法・1966村高

関東・埼玉ブロック
●  土井　英明 1954大経

 さいたま浦和支部 南村　　通 1956大経 

 埼玉川口支部 金子謙四郎 1966大商 
● 埼玉大宮支部 芝間　　衛 1969大経最終 

 埼玉川越支部 伊藤　幾造 1968大経 

 埼玉熊谷支部 酒巻　一郎 1971大経 

 埼玉西南支部 後藤　俊男 1960大経 

 埼玉西部支部 高橋　裕夫 1970大経・1966高校

 埼玉東部支部 竹村　　豊 1967大経・1963高校

中国・四国ブロック
●  牧野　睦夫 1970大法
● 岡山県支部 田中　収一 1973大法 
● 広島県支部 青木　　博 1976大仏 
● 鳥取県支部 地原　忠実 1978大法 
● 島根県支部 恩田　公近 1971大商 
● 山口県支部 石川　正人 1978大法 
● 香川県支部 田村　光博 1973大経・1969村高
● 愛媛県支部 天野　俊雄 1968大商・1964高校
● 高知県支部 伊藤　和晶 1990大英 
● 徳島県支部 中張　　茂 1975大法 

東海ブロック
●  下岡　　寛 1973大法
● 愛知県支部 亀井　毅雄 1990大経
● 岐阜県支部 鹿野　道郎 1972大法
● 三重県支部 中村　豊久 1972大商
● 静岡県東部支部 加藤　益久 1971大福

 静岡県中部支部 相沢　伸郎 1971大法

 静岡県西部支部 花咲　宜彦 1968大商

関東・神奈川ブロック
●  谷口　四郎 1966大社

 川崎支部 井上　芳信 1970大法 
● 横浜支部 永井　　彪 1968大経 

 湘南中央支部 土谷　弘行 1978大経 

 湘南支部 檜山　泰生 1968大福 

 東湘南支部 島田　貫司 1961大社 

 神奈川北相支部 網野　宏彦 1965大商 

 相模原支部 浦上　裕史 1971大商・1967高校

関東・東京ブロック

 東京ヘボンクラブ 長岡　宣好 1970村高 

 東京大田支部 加藤斗紀子 1970大法 

 東京品川支部 大嶋　國枝 1966大英 
● 東京世田谷支部 長沼　三郎 1968大経・1964高校

 東京多摩西部支部 端　　晶弘 1992大仏・1985村中・1988村高

 東京多摩東部支部 平田　秀春 1968大商 
● 東京中央支部 岡田　邦男 1983大社・1979高校

 東京 港・目黒支部 中田　孝彦 1973大英 

 東京城西支部 三橋　　心 1990大社 

 東京城東支部 幸田　　剛 1969大社 

 くらら会 柏木美和子 2007社博 

関東・千葉ブロック
● 千葉中央支部 菊地　克之 1973大社

 千葉房総支部 佐伯　千丈 1979大福

 千葉北総支部 林　　暁男 1969大商

 千葉東葛支部 美浪　　節 1974大法
● 千葉船橋支部 熊谷　恒敏 1979大法

 千葉そとぼう支部 斉藤　信義 1976大仏

● ブロック長
● 各都道府県代表支部

  数字は卒業年度
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