


鮎澤　義二 大阪大学 主任研究員、医学博士
伊藤　正一 関西外国語大学 教授、前 関西学院大学 副学長
岩村　敬 元 国土交通省 事務次官
岩本　耕太郎 帝国クリニック 院長
海老沢　勝二 元 ＮＨＫ会長、公益財団法人日本相撲協会 評議員会議長
大木　一史 元 ＮＨＫ制作局 ドラマ部、映画監督、演出・脚本家
大下　英治 作家
花山院　弘匡 春日大社 宮司
金髙　雅仁 前 警察庁長官、警察共済組合 理事長
亀岡　孝治 三重大学大学院生物資源学研究科 教授
河内　保 弁護士
国松　孝次 元 警察庁長官
隈　　研吾 建築家、東京大学 教授
小林　利典 駐スルタン・オマーン国特命全権大使
小林　芳雄 元 農林水産省 事務次官
酒井田柿右衛門 十五代酒井田柿右衛門
柴田　弘之 信金中央金庫 理事長
高橋　真也 ＮＰＯ法人情熱の赤いバラ協会 理事長
田中　哮義 京都大学 名誉教授、前 公益社団法人日本火災学会 会長
千葉　喬三 中国学園大学・中国短期大学 学長
戸苅　利和 元 厚生労働省 事務次官
徳川　斉正 水戸徳川家十五代当主
二宮　正士 東京大学大学院農学生命科学研究科 特任教授 
林　　直樹 前イオン株式会社 取締役会議長
樋口　武男 大和ハウス工業株式会社 代表取締役会長・CEO
藤木　幸太 藤木企業株式会社 代表取締役社長 
船田　元 学校法人船田教育会 理事長、作新学院 学院長
谷内　正太郎 国家安全保障局長、内閣特別顧問、元 外務省 事務次官
吉野　伊佐男 吉本興業株式会社 会長 
綿野　哲 大阪府立大学大学院工学研究科 教授

故 岩男　壽美子 元 慶應義塾大学 名誉教授、元 東京都市大学 名誉教授
故 酒井田柿右衛門 人間国宝 十四代酒井田柿右衛門
故 高島　章 元 特許庁長官、元 富士通株式会社 副会長

免疫強化講座 ｜ 常任講師一覧



鮎澤 義二 様
大阪大学 主任研究員、医学博士

カリフォルニア大学医学部 博士号取得

伊藤 正一 様
前 関西学院大学 副学長、関西外国語大学 教授
関西日中関係学会 会長

京都大学大学院経済学研究科 博士号取得
ワシントン大学大学院経済学研究科 Ph.D 取得

岩村 敬 様
元 国土交通省 事務次官

東京大学法学部 卒業

岩本 耕太郎 様
帝国クリニック 院長

山形大学医学部 卒業

海老沢 勝二 様
元 ＮＨＫ会長
公益財団法人日本相撲協会 評議員会議長

早稲田大学第一政治経済学部政治学科 卒業
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大木 一史 様
元 ＮＨＫ制作局ドラマ部
映画監督、演出・脚本家

東京大学教養学部教養学科フランス科 卒業

大下 英治 様
作家

広島大学文学部 卒業

金髙 雅仁 様
前 警察庁長官
警察共済組合 理事長

東京大学経済学部 卒業

亀岡 孝治 様
三重大学大学院生物資源学研究科 教授
農業情報学会 副会長
元 三重大学副学長・理事

東京大学大学院農学系研究科博士課程 修了

花山院 弘匡 様
春日大社 宮司
奈良の鹿愛議会 名誉会長
公益社団法人南都楽所 会長

國學院大學文学部神道学科 卒業
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河内 保 様
弁護士

京都大学法学部 卒業

国松 孝次 様
元 警察庁長官

東京大学法学部 卒業

隈 研吾 様
建築家
東京大学工学部建築学科教授

東京大学大学院建築意匠専攻修士課程修了

小林 利典 様
駐スルタン・オマーン国特命全権大使
元 中小企業庁次長
元 近畿経済産業局長

東京大学法学部 卒業

小林 芳雄 様
元 農林水産省 事務次官
農林水産技術会議 会長

東京大学法学部 卒業
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酒井田柿右衛門 様
十五代酒井田柿右衛門

多摩美術大学絵画学科 中退

柴田 弘之 様
信金中央金庫 理事長

慶応義塾大学法学部 卒業

高橋 真也 様
ＮＰＯ法人情熱の赤いバラ協会 理事長
一般社団法人食と環境と健康を考える会 理事長
学校法人作新学院 客員教授

岡山大学大学院社会文化科学研究科修士課程 修了

田中 哮義 様
京都大学 名誉教授
前 公益社団法人日本火災学会 会長

京都大学大学院工学研究科修士課程 修了

千葉 喬三 様
中国学園大学・中国短期大学 学長
元 国立大学法人岡山大 学長
前 学校法人就実学園 理事長

京都大学大学院農学研究科博士課程単位修得 退学
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戸苅 利和 様
元 厚生労働省 事務次官

東京大学経済学部 卒業

徳川 斉正 様
水戸徳川家十五代当主

慶應義塾大学商学部 卒業

二宮 正士 様
東京大学大学院農学生命科学研究科 特任教授
農業情報学会 会長

東京大学農学系研究科博士課程 修了

林 直樹 様
前イオン株式会社 取締役会議長
公益財団法人イオン環境財団 専務理事

慶應義塾大学経済学部 卒業

樋口 武男 様
大和ハウス工業株式会社 代表取締役会長・CEO

関西学院大学法学部 卒業
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船田 元 様
学校法人船田教育会 理事長
学校法人作新学院 学院長

慶應義塾大学大学院社会学研究科修士課程 修了

谷内 正太郎 様
国家安全保障局長
内閣特別顧問
元 外務省事務次官

東京大学大学院法学政治学研究科修士課程 修了

吉野 伊佐男 様
吉本興業株式会社 会長

関西大学商学部 卒業

綿野 哲 様
大阪府立大学大学院工学研究科 教授
大阪府立大学大学院 工学域長、学長特別補佐

大阪府立大学大学院工学研究科 修了

藤木 幸太 様
藤木企業株式会社 代表取締役社長
在横浜パラオ共和国名誉総領事館 名誉総領事
横浜港湾荷役協会 会長

早稲田大学教育学部 卒業
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故 岩男 壽美子 様
元 国連女性特別総会日本政府首席代表
元 男女共同参画審議会会長
慶應義塾大学 名誉教授、ハーバード大学客員教授

慶應義塾大学文学部 卒業（心理学専攻）
イェール大学大学院博士課程 修了（Ph.D）

故 酒井田柿右衛門 様
人間国宝 十四代酒井田柿右衛門

多摩美術大学日本画科 卒業

故 高島 章 様
元 特許庁長官
元 富士通株式会社 副会長
元 株式会社富士通総研 代表取締役会長

東京大学法学部 卒業

この赤いバラは、人間国宝十四代酒井田柿右衛門先生に

「高齢者と未来の子供達に情熱を」をテーマに描いていただきました。
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濱田 正次
東京大学 法学部政治学科 卒業

一般社団法人日本繊維技術士センター 会友会 会長
元 東洋紡績株式会社 取締役

事務総長

担当業務：事務統括

高橋 沙織
聖心女子大学 卒業
早稲田大学 卒業

聖心女子大学宮代会（ＯＧ会）理事
龍谷山 本願寺（西本願寺）参与

理事　／　法務博士、行政書士

担当業務：法務、理事業務

鍋島 壽夫
パリ国立美術学校 中退

三船プロダクション取締役
松竹京都映画取締役
松竹衛星劇場取締役

参与　／　映像プロデューサー

担当業務：文化推進、映像

岡﨑 孝太郎
東京大学 経済学部経済学科 卒業
総合研究大学院大学 複合科学研究科 博士課程

FIFA ワールドカップ2002 招致委員会
国際帰納論理プログラミング学会 パブリシティチェア

参与　／　メディアプロデューサー

担当業務：広報、メディア

メインスタッフ紹介
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John Daub
オハイオ州立大学 経済学学士号、英文学学士号 取得

Youtubeチャンネル「ONLY in JAPAN」プロデューサー
NHK WORLD「TOKYO EYE」プロデューサー

参与　／　コンテンツプロデューサー

担当業務：国際業務、文化推進

Jennifer Julien
ボルドー大学 卒業

NHK「テレビでフランス語」レギュラー講師
ボンタン騎士団 騎士

参与　／　コンテンツプロデューサー

担当業務：国際業務、文化推進

劉 力生
中国清華大学 自動制御工学部 卒業
北京科技大学計算機工学部 修士修了

中国河北省覇州市公共関係協会 副会長
中国民協民間音楽専業委員会 副主任（国際連絡担当）

北京支部長

担当業務：中国連携
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　早稲田大学講演
当協会理事長が早稲田大学にて、ＮＰＯ法
人について「今後のＮＰＯの展開と学生に
及ぼす影響」をテーマに講演いたしました。

主な活動、提唱団体

多くの政府系、学者、企業が一体となり食、環境、健康及び美容など、各産
業の活性化と振興を図り、社会貢献を目的とした活動をバックアップして
います。

　一般社団法人食と環境と健康を考える会
世界のボーダレス化に伴い日本社会と経済の発展を
考え、世界が認める日本の「食」「環境」「健康」を考え
る必要性を鑑み、日本社会と世界とのあり方を調査研
究、及び情報提供を通して企業発展する為の機関、
「食と環境と健康を考える会」を提唱し応援しています。

■提携学会への協力

■勉強会の開催

農業情報学会「2018 年度農業情報学会秋季大会」

亀岡 孝治先生 二宮 正士先生 岡﨑 孝太郎先生
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　ブラザーナイト
ブラザーナイトは、集うをコンセプトに、正しい社会性を
学び、明るく未来を生きることを目的とする協会です。
さまざまな世代、職業、地域のメンバーが集まるブラ
ザーナイトの一員となれば、大きな可能性が広がります。

これからの時代を担う学生に勉強会参加の優
遇、メディアビジネス開発、起業支援等、様々な
支援を行い、学生たちが将来社会人になった
とき社会貢献活動に参加し、集う機会を得れ
るよう提唱し応援しています。

社会貢献活動に理解があり、国際社会における政治、経済、文化を学ぼう
とする意志を待つメンバーのために、年３回開催される本部主催勉強会
は各界を代表する素晴らしい方々を特別講師に迎え、開催しています。

■学生支援

■支部設立総会

■本部例会（勉強会）

第８回講師　海老沢 勝二先生第７回講師　隈研吾先生第６回講師　金髙 雅仁先生
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■  商　　号

■  事 業 所

■  活動分野

■  参加法人

NPO法人 情熱の赤いバラ協会

Red Roses with Love

〒100-0011

東京都千代田区内幸町 1-1-1 帝国ホテル本館 617

TEL：03-6268-8231

MAIL：info@akabara.or.jp

WEB：http://www.akabara.or.jp

〒530-0005

大阪市北区中之島5-3-68 リーガロイヤルホテルW1458

TEL：06-6447-2991　FAX：06-6447-2992

1.　 保険、医療又は福祉の増進を図る活動

2.　 社会教育の推進を図る活動

3. 　まちづくりの推進を図る活動

4.　 環境の保全を図る活動

5.　 子どもの健全育成を図る活動

6.　 情報化社会の発展を図る活動

7.　 観光の振興を図る活動

8.　 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

公益社団法人日本記者クラブ 特別賛助会員

公益社団法人 フォーリン・プレスセンター 賛助会員

協会概要
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〒100-0011 東 京 都 千 代 田区内幸町1-1-1 帝 国ホテル 本館617
TEL：03-6268-8231　FAX：03-6268-8561　Email：info@akabara.or.jp

〒530-0005 大阪市北区中之島5-3-68 リーガロイヤルホテルW1458
TEL：06-6447-2991　FAX：06-6447-2992

〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-50 帝国ホテル大阪 ANNEX 202

Tokyo

Osaka

会議室

WEB https://akabara.or.jp


