
(H22.7.１現在)

（順 不 同）

団体名 代表者名 職名等 郵便番号 住    所 電話番号

松本市 菅谷　昭 市　長 390-8620 松本市丸の内３番７号 34-3000

松本市議会 赤羽　正弘 議　長 390-8620 松本市丸の内３番７号 34-3000

松本古城会 田中　荘太 会　長　 390-0874 松本市大手３丁目８番６号 32-4340

信濃毎日新聞社 小坂　壮太郎 代表取締役専務・松本本社代表 399-8711 松本市宮田２番１０号 25-2153

松本市町会連合会 二木　義照 会　長　 390-0221 松本市里山辺８２２番地 33-7299

松本商工会議所 井上　保 会　頭 390-8011 松本市中央１丁目２３番１号 32-5355

松本ﾊｲﾗﾝﾄﾞ農業協同組合 伊藤　茂 代表理事組合長 390-8555 松本市南松本１丁目２番１６号 26-1400

松本市教育委員会 伊藤　光 教育長 390-0874 松本市大手３丁目８番１３号大手事務所4階 33-3980

松本市農業協同組合 横山　光弘 代表理事組合長 390-0815 松本市深志２丁目１番１号 33-7300

ＮＨＫ松本支局 下山　秀俊 支局長 390-0815 松本市深志３丁目１０番３号 33-4700

信越放送 中山　和実 常務取締役 390-0815 松本市深志３丁目７番１３号 32-3814

㈱テレビ信州 鯉渕　曻 代表取締役社長 390-0873 松本市丸の内４番１８号 36-2002

㈱テレビ松本ケーブルビジョン　　 佐藤　浩市 代表取締役社長 390-0221 松本市大字里山辺３０４４番地１ 35-1008

長野エフエム放送 北山　龍夫 代表取締役社長 390-0814 松本市本庄１丁目１３番５号 33-4400

市民タイムス 新保 　力 代表取締役社長 390-0852 松本市大字島立800番地 47-7777

松本郵便局 宮坂　修一 局　長 390-0811 松本市中央２丁目７番５号 35-0081

東日本旅客鉄道㈱ 篠原　俊明 駅　長 390-0815 松本市深志１丁目１番１号 34-5168

アルピコホールディングス㈱ 堀籠　義雄 代表取締役社長 390-0831 松本市井川城２丁目１番１号 26-7000

松本地区タクシー協議会 伊藤　文保 議　長 390-0873 松本市丸の内７番３８号 33-2226

松本交通安全市民運動推進会議 田中　渡 会　長　 390-0805 松本市清水２丁目１１番４３号 33-3907

一般社団法人　松本観光コンベンション協会 井上　保 会　長　 390-0874 松本市大手３丁目８番１３号 34-3295

長野県経営者協会中信支部 神澤　陸雄 支部長 390-0811 松本市中央１丁目２３番１号 35-2390

松本商店街連盟 土屋　忠史 会　長　 390-0811 松本市中央１丁目２３番１号 32-5355

(社)松本青年会議所 水野谷武士 理事長 390-0811 松本市中央１丁目２３番１号 32-7646

松本旅料飲食団体協議会 永瀬　完治 議　長 390-0811 松本市中央１丁目２３番１号 32-5355

松本特産品振興協会 井上　保 会　長　 390-0811 松本市中央１丁目２３番１号 32-5355

松本観光名産品協会 松田　秀男 会　長　 390-0811 松本市中央１丁目２３番１号 32-5355

浅間温泉観光協会 山本　浩司 会　長　 390-0303 松本市浅間温泉３丁目１３番１０号 46-2385

松本市内旅館組合連合会 内ヶ嶋　光博 会　長　 390-0815 松本市深志３丁目７番４３号 33-5025

街を花いっぱいにする会 有賀   正 会　長　 390-0811 松本市中央１丁目１８番１号 32-3042

松本女性団体連絡協議会 西澤　松美 会　長　 390-0221 松本市里山辺３４９４番地６ 35-7924

松本高齢者クラブ連合会 久保田　一 会　長　 390-0221 松本市里山辺３０５６番地２ 33-1959

地域文化財連絡協議会 宮川  清治 会　長 390-0303 松本市浅間温泉３丁目２０番２号 46-1436

松本史談会 有賀   正 会　長 390-0825 松本市並柳１丁目２番１０号 25-4848

ＮＰＯ法人松本ユネスコ協会 田近　勝之 会  長 390-0875 松本市城西２丁目５番１２号 32-4737

日本国際連合協会 松本支部 藤沢　三千穂 支部長 390-0877 松本市沢村１丁目８番８号 32-5000

国際ソロプチミスト松本 有賀   恒子 会　長 390-0825 松本市並柳１丁目２番１０号 25-4848

松本ゾンタクラブ 山口わか子 会　長 399-8201 安曇野市豊科南穂高２７５５－２ 73-9353

松本市駐車場事業協同組合 大野  正信 代表理事 390-0875 松本市城西２丁目１番３３号 32-6642

松本SGGクラブ 斉藤  雅彦 会  長 390-0813 松本市埋橋２丁目８番２号 32-7140

ＮＰＯ法人アルプス善意通訳協会 小笠原 陽一郎 理事長 399-0021 松本市筑摩２丁目８番１５号 25-0785

松本城案内グループ 片野　実 グループ長 399-0025 松本市寿台９丁目２番５号 86-1639

松本城鉄砲蔵赤羽コレクション会 松村　好雄 会  長 390-0861 松本市蟻ヶ崎２丁目７番８号 36-2393

江戸千家 田中　宗文 代  表 390-1131 松本市今井１２０２番地 59-2843

松本市謡曲連合会 瀧口　孝一 代  表 390-0815 松本市深志２丁目３番１６号 32-1946

松菊会 渡辺　保 会  長 390-0824 松本市中山台５－１１ 57-9718

中信華道会 上田　綾子 会  長 399-0011 松本市寿北２丁目１番４号 27-5231

㈱ＪＴＢ中部松本支店 内海　勝仁 支店長 390-0815 松本市深志１丁目２番１１号 35-3311

㈱日本旅行 長島　真治 支店長 390-0811 松本市中央２丁目６番１号住友生命松本ビル１階34-5555

近畿日本ツーリスト㈱松本支店 三邨　佳之 支店長 390-0815 松本市深志１丁目１番２号 35-0386

トップツアー㈱松本支店 北原　正英 支店長 390-0873 松本市大手3丁目８番１２号 36-3535

㈱農協観光 須澤　大治 支店長 399-0746 塩尻市大門並木町３番６号 51-0250

松本城ロータリークラブ 井筒　信一 会長 390-0815 松本市深志１丁目５番８号 深志ビル４階 32-7507

いけばなインターナショナル信濃支部 上條　香月 支部長 390-0802 松本市旭２丁目３番４号 33-6574

（顧問）松本古城会名誉会長 神澤　邦雄 代表取締役会長 399-0002 松本市芳野１９－４８キッセイ薬品工業㈱ 25-9081
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