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氏名 会社名 役職

山坂 哲郎 株式会社バルコム 代表取締役

河部 史朗 ネッツトヨタ広島株式会社 代表取締役副社長

平岡 英雄 株式会社西京銀行 代表取締役頭取

信末 一之 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス 取締役社長

村上 清貴 株式会社村上農園 代表取締役社長

中村 靖富満 株式会社やまだ屋 代表取締役

渡辺 泰朗 株式会社マイティネット 代表取締役社長

荒本 徹哉 株式会社広島バスセンター 代表取締役社長

専務理事 今井 絵美 山下江法律事務所 秘書部長

事務局 樹野 敏之 株式会社インタークラウド 代表取締役社長

委員長 畑尾 武海 中国四国博報堂 執行役員　営業推進室長兼愛媛支社長

今村 和豊 今村土地家屋調査士事務所 所長

兼田 貴代 株式会社櫟 代表取締役

小島 亮二 広島電鉄株式会社 総務部長

中屋 淑美 株式会社中国放送 ラジオ局編成業務部

野中 喜雄 株式会社新日放 プロデューサー

原 晃志 あかつき総合法律事務所 弁護士

藤本 迪子 株式会社広島ホームテレビ 総合編成局 編成部

山口 誠司 ＡＮＡクラウンプラザホテル広島 人事部長

吉島 亨 大下産業株式会社 常務取締役

和田 昭 もみじ銀行市場営業部 部長

委員長 下川 信宏 下川会計事務所 所長

伊藤 敦志 中国電力株式会社 執行役員待遇　監査等委員会室長

檀上 博美 広島県立広島皆実高等学校 非常勤講師

福田 和恵 福田事務所 公認会計士

藤澤 信也 堀田建設株式会社 代表取締役社長

水戸 弘通 広島県立呉工業高等学校 教諭

委員長 尾本 勝昭 公益財団法人ひろしま国際センター 広島県留学生活躍支援センター

金井塚 遠 公益財団法人広島観光コンベンションビューロー コンベンション振興部

篠崎 保範 合同会社アークヘルス産業医事務所 代表社員

藤川 和俊 緒方・藤川法律事務所 弁護士

委員長 森元 宏 広島銀行 法人営業部　担当部長

木下 良子 お好み焼き　桜まる 代表

坂本 和之 コンサル・ファーム 所長

佐藤 修治 医療法人優喜会　耳鼻咽喉科佐藤クリニック 理事長(院長)

髙田 祐司 中国鉄管継手株式会社 代表取締役

谷村 武士 広島商工会議所 専務理事

野村 武司 広島大学 産学官連携コーディネーター

橋口 貴志 一般社団法人人生安心サポートセンターきらり 理事長

前川 拓也 株式会社栗本 代表取締役社長

松本 文彦 特許業務法人山広特許事務所 弁理士

渡田 翼 株式会社リーガロイヤルホテル広島 グループサービスチーム部長代理

委員長 柏木 有 有限会社トゥービー 代表取締役

猪木 茂和 応縁団 代表

吉良 賢治 株式会社Ｓｕｎｓエステート 代表取締役

小杉 孝之 積水ハウス株式会社　広島シャーメゾン支店 営業課　課長

委員長 村岡 亮 村岡亮税理士事務所 税理士

小嶋 泰紀 株式会社広島銀行 取締役

本田 裕二 一般社団法人しんきん共同センター 常務理事

委員長 橋本 博明 一般社団法人ひろしまイニシアティブ 代表理事

井上 和博 大成建設株式会社　中国支店 営業部 課長

北村 浩司 中国新聞社 取締役

濱本 裕光 プルデンシャル生命保険株式会社 広島支社

担当

広島大学・千田塾 役員一覧 （2017年5月10日現在）
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「広島大学・千田塾」会則

（名称）

J 第 l条 この会は、広島大学・千田塾と称する。

（事務所）

第 2条 この会の事務所は、広島市安佐南区中筋3丁目

8番lO号株式会社ノfルコム内に置く 。

（目的）

第 3条 この会の目的は、以下のとおりとする。

1 .広島大学同窓生間のビジネス交流

2.広島大学の在学生・同窓生の就職支援

3.広島大学の隆盛に資すること

4.地域社会への貢献

（会員）

第4条 この会の会員は、広島大学同窓生のうち、この

会の目的に賛同し入会した者とする。

（入会）

第 5条 この会の会員として入会しようとする者は、会

員一名の推薦をうけて入会申込書を提出し、役員会の

承認を得るものとする。

（会費）

第 6条会員は、以下に定める会費を納入しなければな

らない。

(1）入会金 5,000円

(2）年会費 2,000円

2 年会費は入会した年については無料とする。

3 会員が退会した場合、納入済みの入会金、年会費な

どは返還しない。

（退会）

第 7条会員は、退会届を会長に提出し任意に退会する

ことカfで、き る。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退

会したものとみなす。

(1）本人が死亡したとき。

(2）会費を 2年以上納入しないとき。

（役員）

第8条 この会に次の役員を置く。

(1）会長 l名

(2）副会長 l名以上5名以内

(3）理事 l名以上30名以内

(4）監事 2名

2 第 1項に定める役員は、役員会により選出する。

3 役員は、 就任時または再任時に、満 65歳以下の者

とする。

4 役員の任期は、 2年とする。

（解任）

第9条役員が次の各号のいずれかに該当するときは、

役員会の議決により、これを解任することができる。

(1）心身の故障により 、職務の執行に堪えられないと

認められるとき。

(2）職務上の義務違反、その他役員としてふさわしく

ない行為があったとき。

（役員会）

第 10条役員会は役員をもって構成する。

2 役員会は、以下の事項について議決する。

(1）会則、事業等の変更

(2）解散

(3）事業計画・報告及び収支予算・決算

(4）役員の選任又は解任

(5）役員、会員等の慶弔に関する支出

(6）その他会の運営に関する重要事項

3 役員会の決議は、その出席した役員の過半数により

決する。ただし、監事は議決権を有しない。

4 原則として役員会の招集は会長がおこなうものとす

る。

（議事録）

第 Il条役員会の議事については、会長が議事録を作成

する。

（事業報告書及び決算）

第 12条会長は、毎事業年度終了後 3か月以内に事業報

告書、収支計算書を作成し、監事による監査を経て役

員会の承認を得なければならない。

（会員総会）

第 13条会員全員が参加する総会は、年に一度開催す

る。

2 会長は総会で、事業の状況を報告し、会員からの意

見を聞くこととする。

（事業年度）

第 14条 この会の事業年度は、毎年 1月 I日に始まり、

1 2月3I日に車冬わる。

（委任）

第 15条 この会則に定めのない事項は、会長が別に定め

る。

附 則

1 .この会則は、平成25年7月20日から施行する。

　この会の事務局は広島市中区宝町6-8 明比ビル
1F 株式会社インタークラウド内に置く。

2.  本改訂版は、平成27年9月10日から施行する。
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