
2020年6月現在 

大阪市立大学同窓会・有恒会 支部連絡先一覧 （国内、海外） 
 

No. 国内・支部名 
支部長・会長 

幹事代表、事務局等 
学部卒年 メールアドレス 

1 北海道支部 支部長 石黒 直文  
矢橋  潤一郎   

経昭29 
経平6 

k-info@kaitaku.gr.jp 

j.yabashi@hokkai-jp.com 

2 東北支部 支部長 石橋 信勝  
早川 公康  

法昭44 
生院平10 

nt.bashi@nifty.com 

km-hayakawa@sendai-u.ac.jp 

3 埼玉支部 支部長 沖津 由紀子  理院昭44 okiyuki.0306@gmail.com 

4 千葉支部 支部長 福田 和記  商昭46 fukuda.bb@gmail.com 

5 東京支部 支部長 深尾 愛二郎  経昭44 aijirou.fukao@socio-consultants.com 

6 横浜支部 支部長 森 聡彦  経昭59 toshihiko-mori@mu-res.co.jp 

7 湘南支部 支部長 植嶋 平治  商昭51 hueshima@nifty.com 

8 静岡支部 支部長 山本 義彦  経博昭48 yamamoto-y@hotmail.co.jp 

9 富山支部 支部長 粟 島 憲 治  商昭52 ken.awashima@nifty.com 

10 石川支部 支部長 伊 藤 光 明  経昭49 ito_mitsuaki@yahoo.co.jp 

11 福井支部 支部長 和 田 龍 三  経昭49 ryuzo@mitene.or.jp 

12 愛知支部 支部長 滋野 公彦  
奥田 篤志  

経昭59 
経平１ 

k-shigeno@admatechs.co.jp 

atsushi-okuda@kajima.com 

13 三重支部 支部長 北村 純一  経昭46 ripplet@k7.dion.ne.jp 

14 有恒会 京滋支部 支部長 藤野 正純  
上田 雅弘  

商昭51 
商昭59 

fujino@mbox.kyoto-inet.or.jp 

masahiroueda1959@yahoo.co.jp 

15 有恒会 大阪北支部 支部長 小林 俊介  
甘田 外成  

法昭44 
経昭40 

koba@amigo.zaq.jp 

sotonarikanda@m8.gyao.ne.jp 

16 大阪南支部 支部長 金村 福寿  
崎山 光友  

商昭56 
商昭50 

kanemura@fukujyu.jp 

m.sakiyama1161@gmail.com 

17 北摂支部 支部長 池上 隆彦  
中尾 浩己  

医昭40 
商昭42 

 

hiromin_nakao@tcct.zaq.ne.jp 

18 南大阪支部 支部長 頓花 修二  
古下 政義  

商昭54 
法平３ 

tomihana.shuji@gmail.com 

ksm@city.sakai.lg.jp 

19 北河内支部 支部長 梶巻 正男  理昭45 kajimaki-m@nifty.com 

20 神戸支部 支部長 梅村 晋一  
竹本 昌弘  

法昭55 
法昭53 

umemura_shinichi@me.com 

law.o.takemoto@nifty.com 

21 宝塚支部 支部長 原木 文吉  商昭43 bmast@jttk.zaq.ne.jp 

22 姫路しらさぎ支部 支部長 松浦 康裕  
吉備 文昭  

経昭50 
商昭51 

matsuura1@zeus.eonet.ne.jp 

makibi@kuh.biglobe.ne.jp 

23 奈良支部 支部長 高橋 敏朗  
一柳 茂 

営修昭43 
商昭49 

ichiryu633@rainbow.plala.or.jp 

24 有恒会 和歌山支部 支部長 小佐田  昌計   
山田  幸太郎   

法昭43 
商平３ 

yamada_k0027@pref.wakayama.lg.jp 

25 有恒会 岡山支部  小野 健太郎  商平５ onoken55@gmail.com 

26 有恒会 広島支部 支部長 井上 道 
河合 直人  

法平３ 
法平11 

o.inoue@viola.ocn.ne.jp 

kawai@hiroso.jp 

27 有恒会 福山支部 支部長 塚本 義政  法昭53 tsuka0418@ec2.technowave.ne.jp 

28 山口支部 支部長 吉田 慈孝  理修平11 31344u@ube-ind.co.jp 

29 山陰支部 支部長 梅林 広志  商昭49 harve415@sea.chukai.ne.jp 

30 香川支部  高木 孝征  商昭51 tkyk.tkg.226@docomo.ne.jp 

31 徳島有恒会 支部長 大平 恒己  
沢田 久志  

経昭41 
商平６ 

taishi@ec3.technowave.ne.jp 

ok.hisashi_123@docomo.ne.jp 

32 愛媛支部 支部長 曲田 清維  
浮田 泰昌  

生院昭52 
経昭54 

magata.kiyotada@sky.plala.or.jp 

ukitakaikei@dream.com 

33 福岡支部 支部長 藤本  美佐子   
棟居 秀信  

生昭47 
商昭52 

fnaw1@soleil.ocn.ne.jp 

h-munesue@grace.ocn.ne.jp 

34 大分支部 支部長 日名子 晃三郎 
中野 洋介  

経昭38 
商平４ 

yono606@yahoo.co.jp 

35 長崎支部 支部長 古河 幹夫  経昭52 furukawa@sun.ac.jp 

36 熊本支部 支部長 鳥飼 香代子  生昭46 torikaikayoko@hotmail.co.jp 

37 宮崎支部 支部長 橋口 律男  法昭49 hasiguti@d6.dion.ne.jp 

38 鹿児島支部 
会   長 
支部長 

平田 宗興  
中村 俊久  

医昭46 
商昭47 

okihirata@gmail.com 

ntoshisakurajima01@ae.auone-net.jp 

39 沖縄支部 支部長 天願 勇 
目加田  博史   

医昭47 
商昭53 

dr.isamu@tougou.jp 

mec@mekata.co.jp 
 

海外・支部名 代表者 卒部卒年 メールアドレス 海外・支部名 代表者 卒部卒年 メールアドレス 

上海支部(上海友好会) 奥田 洋一 工平9 okuda.5m3.yohichi@cn.nssmc.com シンガポール 森田 宏 商昭45 morita@sky21.com.sg 

台湾支部 田村 圭介 商昭61 tamurakeisuke7@gmail.com ニューヨーク支部 天尾 嘉宏 経昭61 yoshiamao@gmail.com 

香港支部 森實 章 法昭55 morizane@hongkongnavigator.com.hk ホーチミン支部 猪谷 太栄 法平11 inotani@vitjp.com 

バンコク支部 田宮久弥雄 経平13 tamiya.kumio@jp.panasonic.com ジャカルタ支部 津田 俊宏 商昭55 tsuda@cabinindo.co.id 

クアランプール支部 沼 裕子 経平7 numa.yuko@his-world.com  

 

mailto:k-info@kaitaku.gr.jp
mailto:j.yabashi@hokkai-jp.com
mailto:nt.bashi@nifty.com
mailto:nt.bashi@nifty.com
mailto:km-hayakawa@sendai-u.ac.jp
mailto:okiyuki.0306@gmail.com
mailto:fukuda.bb@gmail.com
https://tokyo.ocu-yukokai.com/
mailto:aijirou.fukao@socio-consultants.com
mailto:toshihiko-mori@mu-res.co.jp
mailto:hueshima@nifty.com
mailto:yamamoto-y@hotmail.co.jp
mailto:ken.awashima@nifty.com
mailto:ito_mitsuaki@yahoo.co.jp
mailto:ryuzo@mitene.or.jp
mailto:k-shigeno@admatechs.co.jp
mailto:atsushi-okuda@kajima.com
mailto:ripplet@k7.dion.ne.jp
mailto:fujino@mbox.kyoto-inet.or.jp
mailto:masahiroueda1959@yahoo.co.jp
mailto:oueda1959@yahoo.co.jp
mailto:koba@amigo.zaq.jp
mailto:sotonarikanda@m8.gyao.ne.jp
mailto:kanemura@fukujyu.jp
mailto:m.sakiyama1161@gmail.com
mailto:hiromin_nakao@tcct.zaq.ne.jp
mailto:tomihana.shuji@gmail.com
mailto:ksm@city.sakai.lg.jp
mailto:kajimaki-m@nifty.com
mailto:umemura_shinichi@me.com
mailto:law.o.takemoto@nifty.com
mailto:bmast@jttk.zaq.ne.jp
mailto:matsuura1@zeus.eonet.ne.jp
mailto:makibi@kuh.biglobe.ne.jp
mailto:ichiryu633@rainbow.plala.or.jp
mailto:yamada_k0027@pref.wakayama.lg.jp
mailto:onoken55@gmail.com
mailto:o.inoue@viola.ocn.ne.jp
mailto:kawai@hiroso.jp
mailto:tsuka0418@ec2.technowave.ne.jp
mailto:31344u@ube-ind.co.jp
mailto:harve415@sea.chukai.ne.jp
mailto:tkyk.tkg.226@docomo.ne.jp
mailto:taishi@ec3.technowave.ne.jp
mailto:ok.hisashi_123@docomo.ne.jp
mailto:magata.kiyotada@sky.plala.or.jp
mailto:ukitakaikei@dream.com
mailto:fnaw1@soleil.ocn.ne.jp
mailto:h-munesue@grace.ocn.ne.jp
mailto:yono606@yahoo.co.jp
mailto:furukawa@sun.ac.jp
mailto:torikaikayoko@hotmail.co.jp
mailto:hasiguti@d6.dion.ne.jp
mailto:okihirata@gmail.com
mailto:ntoshisakurajima01@ae.auone-net.jp
mailto:dr.isamu@tougou.jp
mailto:mec@mekata.co.jp
mailto:okuda.5m3.yohichi@cn.nssmc.com
mailto:morita@sky21.com.sg
mailto:tamurakeisuke7@gmail.com
mailto:yoshiamao@gmail.com
mailto:morizane@hongkongnavigator.com.hk
mailto:inotani@vitjp.com
mailto:tamiya.kumio@jp.panasonic.com
mailto:tsuda@cabinindo.co.id
mailto:numa.yuko@his-world.com

