
明治安田生命保険相互会社

（2022年4月1日現在、敬称略、都道府県別五十音順）
都道府県 職業 都道府県 職業
北海道 石　黒 靖　規 ＤＣＭ　社長 神奈川 潮　上 直　樹 三菱自動車工業　部長
北海道 河　森 計　二 小樽商科大学　教授 神奈川 清　水 久美子 東京応化工業　係長役
北海道 栗　林 周　次 ポータス　社長 神奈川 瀬　沼 雅　子 千代田化工建設　勤務
北海道 残　間 　　巌 残間金属工業　社長 神奈川 髙　垣 由布子 山九　勤務
北海道 髙　野 信　子 函館フーズプランニング　代表取締役 神奈川 瀧　野 欣　彌 地方財務協会　会長
北海道 冨　樫 昭　大 富樫電気工事　代表取締役 神奈川 田　村 謙　二 壹貮参　社長
北海道 真　弓 明　彦 北海道電力　会長 神奈川 寺　井 大　助 戸田建設　課長
北海道 安　田 光　春 北洋銀行　頭取 神奈川 仲　村 京　子 ナカムラ興業　専務取締役
青森 大　山 由紀子 まご心　代表取締役 神奈川 中　村 雅　行 オカムラ　社長
青森 髙　田 邦　洋 みちのく銀行　会長 神奈川 松　井 由　季 サイバーコム　主任
岩手 岩　山 　　徹 岩手銀行　取締役常務執行役員 神奈川 山　口 康　子 主婦
岩手 及　川 直　美 サンライフ　勤務 神奈川 吉　田 正　美 主婦
宮城 石　川 正　宏 河北新報社　社長室企画委員 神奈川 吉　松 惠　子 国民生活センター　主任相談員
宮城 工　藤 涼　香 バイタルネット　勤務 新潟 殖　栗 道　郎 第四北越銀行　頭取
宮城 小　林 英　文 七十七銀行　頭取 新潟 鶴　間 　　尚 新潟日報社　執行役員
秋田 大　内 睦　子 金萬　代表取締役 富山 庵 栄　伸 北陸銀行　頭取
秋田 佐　野 元　彦 サノ・ファーマシー　代表取締役 富山 久　和 　　進 北陸電力　相談役
山形 佐　藤 英　司 山形銀行　常務取締役 石川 杖　村 修　司 北國フィナンシャルホールディングス　社長
山形 長谷川 夕　香 エルサン　常務取締役 福井 田　中 美　里 タナカエネルギー　代表取締役
福島 青　木 　　智 東邦リース　社長 山梨 一　瀬 浩　士 いちのせ　代表取締役
福島 鈴　木 延　弘 福島テレビ　支社長 長野 樋　代 章　平 八十二銀行　常務取締役
福島 永　山 眞由美 浜通り交通　専務取締役 長野 村　上 典　子 セイコーエプソン　勤務
茨城 荒　木 美智子 弁護士 岐阜 池　田 直　樹 十六フィナンシャルグループ　社長
茨城 池　田 則　子 池田造園土木　監査役 岐阜 境 敏　幸 大垣共立銀行　頭取
茨城 落　合 　　瞳 共信興業　取締役 静岡 飯　田 直　文 鈴与　副社長
茨城 中　根 香　織 健清会　医療事務主任 静岡 後　藤 佐恵子 はごろもフーズ　社長
茨城 葉　 章　二 関彰商事　取締役常務執行役員 静岡 坂 和　浩 エンシュウ　課長
栃木 稲　見 有紀子 主婦 静岡 柴　田 　　久 静岡銀行　頭取
群馬 深　井 彰　彦 群馬銀行　頭取 静岡 町　田 拓　郎 新企画  社長
群馬 藤　掛 律　子 アドバンス・ダイニング　取締役 静岡 若　森 茂　利 東海建物管理　代表取締役
埼玉 秋　葉 由実子 ＮＩＴＴＯＫＵ　執行役員 愛知 家　田 明日香 新東工業　執行役員
埼玉 植　野 正　子 税理士 愛知 大　竹 紀　子 主婦
埼玉 小木曽 圭　一 ＮＨＫサービスセンター　専任部長 愛知 奥　野 幸一朗 水処理システム　代表取締役
埼玉 北　森 順　子 武蔵野銀行　部次長 愛知 小　倉 　　忠 ノリタケカンパニーリミテド　会長
埼玉 小武方 久　嗣 セノン　課長 愛知 片　岡 明　典 中部電力　常任監査役
埼玉 関　根 正　昌 埼玉新聞社　社長 愛知 上　岡 海　加 カミオカプロダクト　専務取締役
埼玉 長谷川 泰　弘 長谷川樹脂モデル　代表 愛知 河　井 康　司 豊田自動織機　経営役員
埼玉 平　田 善　久 イノセント　会長 愛知 佐　藤 秀　作 東邦ガス　部長
埼玉 平　塚 貞　夫 年金生活者 愛知 嶋　尾 　　正 大同特殊鋼　会長
埼玉 増　田 香　利 正利　勤務 愛知 神　藤 英　明 日本ガイシ　取締役常務執行役員
埼玉 山　﨑 淳　紀 龜屋　専務取締役 愛知 平　田 浩　二 中日新聞社　取締役
埼玉 渡　邉 由紀子 全日本空輸　マネージャー 愛知 丸　井 雄　介 司法書士
千葉 阿　部 尚　武 阿部尚武税理士事務所　代表 愛知 山　口 高　広 アトラスジャパン  社長
千葉 小　倉 理　恵 三和総業　代表取締役 愛知 矢　本 洋　一 ＲＯＳＥＣＣ　代表取締役
千葉 木　村 　　理 ちばぎん証券　社長 三重 小　川 　　謙 日本トランスシティ　会長
千葉 醍　醐 　　敦 税理士 三重 杉　浦 雅　和 百五銀行　取締役専務執行役員
千葉 野　村 浩　司 日産化学　グループリーダー 三重 藤　原 美　恵 主婦
千葉 橋　本 陽　子 学習院大学　教授 滋賀 高　橋 祥二郎 滋賀銀行　頭取
千葉 細　田 道　子 スポーツクラブＮＡＳ　ブロック長 京都 岩　橋 俊　郎 京都銀行　常務取締役
千葉 宮　﨑 　　等 いとかわ　代表取締役 京都 加　藤 幸　子 小野薬品工業　課長
千葉 三　好 春　菜 オカモト　主任 京都 齊　藤 真　紀 京都大学　教授
千葉 山　口 悟　美 新生食品　取締役 京都 榊󠄀　原 洋　一 全京都建築労働組合　勤務
東京 東　 志　穂 弁護士 京都 鳥屋尾 優　子 ワコールアイネクスト　社長
東京 井　原 美　幸 美容サロン経営 京都 長　崎 和　江 宝酒造　課長
東京 大　野 淑　子 山野美容芸術短期大学　教授 京都 舩　津 浩　司 同志社大学　教授
東京 尾　身 　　恵 Ｊ－ＰＯＷＥＲビジネスサービス　サブリーダー 京都 南　出 雅　範 村田製作所　取締役常務執行役員
東京 甲　斐 順　子 弁護士 大阪 天　辻󠄀 悦　子 消費生活相談員
東京 垣　内 威　彦 三菱商事　会長 大阪 新　井 裕　子 つぼみ　代表取締役
東京 兼　子 優　子 東亜ディーケーケー　課長補佐 大阪 乾 健太郎 積水ハウス　課長
東京 川　島 和　子 日立製作所　副支社長 大阪 小　野 健太郎 田村栄　勤務
東京 木　川 　　眞 ヤマトホールディングス　特別顧問 大阪 木　股 昌　俊 クボタ　会長
東京 岸　本 和　子 西光設備　取締役 大阪 榮　井 かおり 博報社　専務取締役
東京 木　村 眞　琴 ニコン　相談役 大阪 島　田 寿　雄 島田商事　専務取締役
東京 久布白 　　紳 鹿島建設　勤務 大阪 瀬　尾 重　雄 大和板紙　専務取締役
東京 栗　山 美　鈴 東京建物　課長代理 大阪 竹　中 勇一郎 竹中工務店　取締役専務執行役員
東京 國　分 文　也 丸紅　会長 大阪 堀　田 　　治 税理士
東京 小　高 聖　司 三菱倉庫　勤務 大阪 萬　福 智　子 ＮＴＮ　主任
東京 小　林 　　豊 クレハ　社長 大阪 勇　也 センコー　課長
東京 小　林 喜　光 三菱ケミカルホールディングス　取締役 兵庫 安　達 弘　治 メディア・レフ　代表取締役
東京 佐　藤 三　郎 弁護士 兵庫 大　野 　　優 青優　代表取締役
東京 澁　澤 宏　一 コーセー　常務取締役 兵庫 橋　本 真由美 橋本製作所　勤務
東京 高　田 祐　美 弁護士 兵庫 橋　本 理　子 ＡＣＲＯ　サブマネージャー
東京 髙　羽 　　明 凸版印刷　課長 兵庫 原 弘　明 関西大学　教授
東京 武　田 涼　子 弁護士・公認不正検査士 兵庫 横　山 浩　子 薬剤師
東京 田　中 耕　一 医師 奈良 髙　田 章　文 ヒラノ技研工業　課長
東京 田　中 正　安 年金生活者 和歌山 中　村 友　希 ノカミモータース　代表取締役
東京 塚　田 久美子 旭化成　勤務 和歌山 松　岡 靖　之 紀陽銀行　会長
東京 塚　田 耕太郎 弁護士 鳥取 奥　平 正　之 日本海テレビサービス　代表取締役
東京 冨　田 華　代 熊谷組　課長 鳥取 村　上 洋　子 中海工業　常務取締役
東京 中　立 由美子 中立　代表取締役 島根 山　崎 　　徹 山陰合同銀行　頭取
東京 萩　 裕美子 東海大学　科長 岡山 加　藤 貞　則 中国銀行　頭取
東京 浜　森 香　織 ＮＴＴドコモ　課長 岡山 松　田 敏　之 両備ホールディングス　社長
東京 平　澤 慎　一 弁護士 広島 大　濵 実　保 中電工　主任
東京 平　田 　　篤 伊藤園　取締役専務執行役員 広島 伊　達 千寿美 看護師
東京 福　田 修　二 太平洋セメント　相談役 広島 豊　田 滋　之 カネソ２２　社長
東京 藤　井 信　行 安田倉庫　社長 広島 部　谷 俊　雄 ひろぎんホールディングス　社長
東京 藤　原 佳　典 東京都健康長寿医療センター研究所　研究部長 徳島 福　永 丈　久 阿波銀行　専務取締役
東京 船　野 智　輝 公認会計士・税理士 徳島 萬 尚　人 萬梅林堂　社長
東京 古　海 敏　恵 大陽日酸　理事　ユニット長 香川 千　葉 　　昭 四国電力　相談役
東京 水　川 みどり ひなぎく　社長 香川 正　木 　　希 正木鉄工所　常務取締役
東京 宮　永 俊　一 三菱重工業　会長 香川 安　井 敏　晃 香川大学　教授
東京 宗　岡 正　二 日本製鉄　相談役 愛媛 土　山 直　美 フレッシュつちやま　代表取締役
東京 山　西 健一郎 三菱電機　シニアアドバイザー 高知 山　元 文　明 四国銀行　頭取
東京 山　本 恵　美 シンシ　グループリーダー 福岡 大　河 真　衣 総合管理アルテ企画　代表者
東京 吉　川 和　男 大気社　部長 福岡 柴　戸 隆　成 福岡銀行　会長
東京 渡　邉 千　里 ふそう運搬社　取締役 福岡 髙　村 幸　代 西鉄旅行　副長

神奈川 相　場 沙由里 オーバル　課長 福岡 津　田 純　嗣 安川電機　取締役
神奈川 飯　島 亮　介 サニクリーン東京　主任 福岡 貫 正　義 九州電力　相談役
神奈川 磯　貝 明　子 キリンホールディングス　勤務 福岡 満　﨑 隆　丞 九州旅客鉄道　勤務
神奈川 市野沢 政　道 社会保険労務士 佐賀 村　上 智　美 司法書士
神奈川 岩　瀬 ナル子 東照　取締役 長崎 山　﨑 友起子 開成水産　勤務
神奈川 碓　井 敦　子 公認会計士 長崎 吉　村 亜裕美 美容師
神奈川 岡　田 廣　次 丸全昭和運輸　取締役専務執行役員 熊本 岩　元 英　樹 岩元正樹税理士事務所　部長
神奈川 岡　部 　　哲 三菱鉛筆　係長 熊本 笠　原 慶　久 肥後銀行　頭取
神奈川 小　熊 祐　子 慶應義塾大学　准教授 大分 高　橋 靖　英 大分銀行　専務取締役
神奈川 金　岡 京　子 東京海洋大学　教授 宮崎 勇 英　寛 勇興業　代表
神奈川 茅　野 優　子 森永製菓　勤務 宮崎 杉　田 浩　二 宮崎銀行　頭取
神奈川 川　村 健　一 横浜銀行　顧問 鹿児島 平　塚 直　美 平塚商会メガネのふじ　勤務
神奈川 菊　島 孝　子 東亜建設工業　部長 鹿児島 松　元 浩　三 山形屋　常務取締役
神奈川 久　保 美　樹 沖電気工業　課長 沖縄 本　永 浩　之 沖縄電力　社長
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