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氏名 ふりがな 職名 所在地

1 秋元　康 あきもと　やすし 作詞家 東京都

2 浅田　容子 あさだ　ようこ 浅田クッキングスクール校長 福井県

3 阿比留　勝利 あびる　かつとし 城西国際大学 観光学部客員 教授 千葉県

4 荒井 敦子 あらい　あつこ
NPO法人音楽の森 理事長、音楽の森ふれあい館 館長、（財）ならまち振興財
団奈良市音声館 元館長

奈良県

5 石毛　直道 いしげ　なおみち 国立民族学博物館 名誉教授、小浜市食文化顧問 大阪府

6 井手　正敬 いで　まさたか 西日本旅客鉄道株式会社 元相談役、関西師友協令会長 東京都

7 井上　繁 いのうえ　しげる 元日本経済新聞論説委員、元常磐大学大学院 教授 埼玉県

8 岩城　晴貞 いわき　はるさだ
文化コミュニケーションズ研究所代表(元株式会社文化総合研究所所長) 元人
間文化研究機構 国立民族学博物館客員教授

東京都

9 岩佐　美咲 いわさ　みさき 演歌歌手 東京都

10 上島　康二 うえしま　こうじ AIC秋津洲京都 京都府

11 宇野　文男 うの　ふみお 三重県

12 越前屋　俵太 えちぜんや　ひょうた IKI DESIGN FIRM  代表 京都府

13 大澤　昭二 おおさわ　しょうじ 丸善食品㈱ 取締役社長 大阪府

14 大島　綏子 おおしま　まさこ ＮＰＯ法人農山漁村女性活動推進機構 理事長 東京都

15 太田　佳男 おおた　よしお 愛知県

16 大塚　陸毅 おおつか　むつたけ 東日本旅客鉄道株式会社 相談役 東京都

17 丘川　まゆみ おかがわ　まゆみ 演歌歌手 兵庫県

18 岡本　靖彦 おかもと　やすひこ
横浜国立大学 非常勤講師、駒澤大学 非常勤講師、国際社会貢献ｾﾝﾀｰ会
員、三井ボランティア事業団会員、国際人をめざす会会員

神奈川県

19 奥田　千代太郎 おくだ　ちよたろう ㈱高速オフセット 取締役相談役 大阪府

20 奥村　彪生 おくむら　あやお 大阪市立大学大学院 非常勤講師、伝承料理研究家、小浜市料理顧問 奈良県

21 小田　貞夫 おだ　さだお 愛知学院大学講師　元NHK解説委員 神奈川県

22 笠原　靖 かさはら　やすし 作家 東京都

23 川口　晴美 かわぐち　はるみ 詩人　東京造形大学・日本大学文理学部・早稲田大学教育学部 非常勤講師 東京都

24 川藤　幸三 かわとう　こうぞう 野球解説者 大阪府

25 川西　公一 かわにし　きみかず かわにし酒販㈱ 取締役社長 大阪府

26 川野　夏美 かわの　なつみ 演歌歌手（クラウンミュージック所属）ＪＦ共済ｲﾒｰｼﾞガール 東京都

27 神崎　宣武 かんざき　のりたけ 民俗学者　旅の文化研究所所長 東京都

28 きむ きむ 詩人、いろは出版代表 京都府

29 木村　壽孝 きむら としたか ミュージシャン　エニワンブラザースバンド 大阪府

30 郡　健二郎 こおり　けんじろう 名古屋市立大学 理事長・学長 愛知県

31 小林　栄三 こばやし　えいぞう 伊藤忠商事㈱ 取締役会長 東京都

32 今野　寿美 こんの　すみ 歌人、「りとむ」選者 神奈川県

33 三枝　昂之 さえぐさ　たかゆき 歌人、「りとむ」発行人 神奈川県

34 坂田　守正 さかた　もりまさ デザイン文化科学研究所所長 福井県

35 坂本　光司 さかもと　こうじ 法政大学大学院政策創造研究科教授 大学院静岡サテライトキャンパス長 静岡県

36 坂本　廣子 さかもと　ひろこ
農林水産技術会議 委員、キッズキッチン協会 会長、相愛大学 客員教授、食
育・料理研究家

兵庫県

37 澤木　茂 さわき　しげる 株式会社テクノーブル　代表取締役会長 大阪府

38 澤田　幸子 さわだ　さちこ 管理栄養士 前南国市議会議員、教育学博士 高知県

39 沢田　敏男 さわだ　としお
日本学士院会員　京都大学　第２０代総長名誉教授　福井県立大学　名誉教
授

京都府
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40 神保　一郎 じんぼ　いちろう 関西大学名誉教授、経済学博士 大阪府

41 吹田　尚一 すいた　しょういち (社)日本経済協会 東京都

42 砂田　登志子 すなだ　としこ 食育ジャーナリスト 東京都

43 角　忠夫 すみ　ただお 松蔭大学大学院経営管理研究科　教授 東京都

44 高島　賢 たかしま　さとし 農林水産省職員、元小浜市政策幹兼食まち課長兼食文化館館長 東京都

45 滝本　将博 たきもと　まさひろ ラ・ビオグラフィ代表取締役 京都府

46 竹田　軍郁 たけだ　ぐんいく 日本国際観光学会元専務理事 千葉県

47 竹中　浩 たけなか　こう 陶芸家、京都府指定無形文化財保持者 京都府

48 田村　暉昭 たむら　てるあき 料亭つきぢ田村会長　料理研究家 東京都

49 曺　甲蓮 チョ　カムヨン チョカムヨンの会、韓国・朝鮮料理研究家 東京都

50 鄭　在吉 チョン　ジェキル 韓国全北大学法学部教授 韓国

51 程　一彦 てい　かずひこ 料理研究家、ハウスレストラン宝塚、台湾料理リュータン オーナーシェフ 兵庫県

52 富田　泰溥 とみた　やすひろ 星和電機株式会社 顧問 京都府

53 鳥居　昭彦 とりい　あきひこ ㈱シングルカット 社長 東京都

54 永田　和宏 ながた　かずひろ 歌人、「塔」主宰 京都府

55 中東　久雄 なかひがし　ひさお 草喰なかひがし 店主 京都府

56 林ヶ谷　昭太郎 はやしがたに　しょうたろう カリフォルニア州立サクラメント大学 名誉教授 アメリカ

57 檜槇　貢 ひまき　みつぐ 佐世保市政策推進センター長、長崎国際大学 客員教授 長崎県

58 藤嶽　彰英 ふじたけ　しょうえい
現代旅行文化研究所　旅行ペンクラブ名誉会長、温泉学会顧問、小宿の会塾
長

大阪府

59 前田　卓司 まえだ　たくじ 郷土歌手 愛知県

60 前野　博紀 まえの　ひろき 華道家 東京都

61 光野　稔 みつの　みのる 福井テレビジョン放送㈱ 代表取締役社長 福井県

62 湊谷　武雄 みなとや　たけお 元横浜ベイスターズ球団代表 神奈川県

63 向笠　千恵子 むかさ　ちえこ フードジャーナリスト　食文化研究家 東京都

64 村田　完次 むらた　かんじ 村田興産株式会社　（村田機械グループ）会長 京都府

65 森谷　廣美 もりたに　ひろみ エヴァンタイユ　パティシエ 京都府

66 森谷　之雄 もりたに　ゆきお エヴァンタイユ　オーナーシェフ 京都府

67 安田　純生 やすだ　すみお 歌人、「白珠」主宰 大阪府

68 山下　晋彦 やました　くにひこ (有)オガワ・トレーディング 顧問 東京都

69 山本　智子 やまもと　さとこ 演歌歌手 愛媛県

70 家森　幸男 やもり　ゆきお 武庫川女子大学国際健康開発研究所所長、京都大学名誉教授 兵庫県

71 吉岡　洋一 よしおか　よういち ㈱流通システム総合センター代表取締役 福井県


