
政経倶楽部連合会　２０２２年度　年間スケジュール表

東京支部 講師 会場 千葉県支部 講師 会場

1月 13日（木） 林 英臣氏 ルポール麹町 19日（水） 松田 貴盛氏 ホテルグリーンタワー幕張

2月 3日（木） 副島 隆彦氏 ルポール麹町 16日（水） 新田 信行氏 ホテルグリーンタワー幕張

3月 3日（木） 石井　苗子氏 ルポール麹町 16日（水） 寒竹 郁夫氏 ホテルグリーンタワー幕張

4月 7日（木） ワイン会（千葉合同） ラー・エ・ミクニ 7日（木） ワイン会（東京合同） ラー・エ・ミクニ

5月 12日(木） 大塚 耕平氏 ルポール麹町 18日(水） 小西 洋之氏 ホテルグリーンタワー幕張

6月 2日（木) 
　山田 宏氏

※千葉支部合同
ルポール麹町 2日（木) 

　山田 宏氏
※東京支部合同

ルポール麹町

7月 7日（木） 新田 信行氏 ルポール麹町 15日(水） 調整中 ホテルグリーンタワー幕張

8月 4日（木） 葛城 奈海氏 ルポール麹町 19日（水） 調整中 ホテルグリーンタワー幕張

9月 5日(木）
稲田 朋美氏

※夜例会
ルポール麹町 16日（水） 調整中 ホテルグリーンタワー幕張

10月 6日（木） 佐波 優子氏 ルポール麹町 21日（水） 調整中
ホテルグリーンタワー幕

張

11月 10日（木） 調整中 ルポール麹町 18日（水） 調整中 ホテルグリーンタワー幕張

12月 3日（土）
　河添 恵子氏

※千葉支部合同
ルポール麹町 3日（土）

　河添 恵子氏
※東京支部合同

ルポール麹町

東京支部例会会場 千葉県支部例会会場

■ルポール麹町 ■ホテルグリーンタワー幕張

住所：東京都千代田区平河町2-4-3 住所：千葉市美浜区ひび野2-10‐3

ＴＥＬ：03-3265-5365 ＴＥＬ：043-296-1122

http://www.leport.jp/ http://www.greentower.co.jp/
有楽町線「麹町駅」 1番出口徒歩3分 ＪＲ海浜幕張駅徒歩3分

有楽町線･半蔵門線｢永田町駅｣

  5番出口徒歩5分

http://www.leport.jp/
http://www.greentower.co.jp/


九州
政経倶楽部

講師 会場 大阪支部 講師 会場

1月 開催中止 16日（木） 長尾 たかし氏 大衛㈱ 会議室

2月 開催中止 13日（火） 林 英臣氏 大衛㈱ 会議室

3月 17日（木）
林田 茉優氏
高場 大貴氏

ミレ・クリエーション 16日（月） 石本 秀雄氏 大衛㈱ 会議室

4月 21日（木） 坪原 利浩氏 ミレ・クリエーション 13日（水） 林 英臣氏 大衛㈱ 会議室

5月 27日(金） 今泉 義文氏 ミレ・クリエーション 13日(金） 長尾 たかし氏 大衛㈱ 会議室

6月 20日（月） 寒竹 郁夫氏 ミレ・クリエーション 24日（金） 学生コラボ例会 大衛㈱ 会議室

7月 27日（水） 林 英臣氏 ホテルクリオコート博多 16日（土） 河田 捻氏 大衛㈱ 会議室

8月 未定 調整中 調整中 26日（金） 藤田 文武氏 大衛㈱ 会議室

9月 未定 調整中 調整中 21日（金） 小野 元裕氏 大衛㈱ 会議室

10月 未定 調整中 調整中 調整中 横須賀海上自衛隊訪問例会 詳細は別途ご案内致します

11月 未定 調整中 調整中 未定 南出 賢一氏（予定） 大衛㈱ 会議室

12月 未定 望年例会 調整中 未定 久野 潤氏（予定） 大衛㈱ 会議室

　　　九州政経倶楽部例会会場 大阪支部例会会場

■ホテルクリオコート博多 ■大衛 5F会議室（アメジストビル）

住所：福岡市博多区博多駅中央街5番3号 住所：大阪府大阪市都島区都島本通2-2-16

ＴＥＬ：092-472-1111 ＴＥＬ：06-6924-0495

http://www.cliocourt.co.jp/about#access http://www.amethyst.co.jp/company_info/profile.html

http://www.cliocourt.co.jp/about#access
http://www.amethyst.co.jp/company_info/profile.html


名古屋支部 講師 会場 広島支部 講師 会場

1月 20日（木） 柚原 正敬氏 ウインクあいち 10日（金） 吉村 徳則氏 リモート（Zoom）開催

2月 17日(木） 荒木 和博氏 ウインクあいち 開催中止

3月 19日(土） 馬渕 睦夫氏
支部設立10周年記念例会

ウインクあいち 11日(金） 高原 朗子氏 アドバン＠貸会議室

4月 14日(木） 坂井 謙介氏 ウインクあいち 14日(金） 林 英臣氏 アドバン＠貸会議室

5月 19日(木） 濱口 和久氏 ウインクあいち 13日(金） 藤井 知佳氏 アドバン＠貸会議室

6月 16日（木） 林 英臣氏 ウインクあいち 10日(金） 定野 和広氏 アドバン＠貸会議室

7月 21日（木） 青山 周平氏 ウインクあいち 10日(金） 調整中 アドバン＠貸会議室

8月 18日（木） 古橋 麻美氏 ウインクあいち 14日(金） 調整中 アドバン＠貸会議室

9月 15日（木） 岡田 幹彦氏 ウインクあいち 11日(金） 調整中 アドバン＠貸会議室

10月 20日（木） 調整中 ウインクあいち 9日(金）
講師調整中

※設立8周年記念
調整中

11月 17日（木） 寺岡 賢氏 ウインクあいち 13日(金） 調整中 アドバン＠貸会議室

12月 15日（木） 調整中 ウインクあいち 11日（金） 調整中 アドバン＠貸会議室

名古屋支部例会会場 広島支部例会会場

■ウインクあいち ■アドバン＠貸会議室

住所：愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38 住所：広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階

ＴＥＬ：052-571-6131 ＴＥＬ： 082-246-7398

http://www.winc-aichi.jp/ http://www.hiroshima-kaigishitsu.com/access

※各支部例会の内容（日時・会場・講師等）は変更になる場合がございます。
　直近の例会はトップページ「次回以降例会のご案内」をご参照ください。

http://www.winc-aichi.jp/
http://www.hiroshima-kaigishitsu.com/access

