
2019.6 東京消防庁企画調整部長 /消防司監 吉田義実

元・内閣官房副長官補 /安保政策研究会常任理事 柳澤協二

2019.7 元・九州管区警察局長 /日本防犯設備協会代表理事 片岡義篤

江戸太神楽師 仙 若

ニッポンドットコムコラムニスト/ 安保政策研究会研究員 李 海

2019.8 衆議院議員 自由民主党幹事長代理 林 幹雄

目白大学国語学部准教授 /安保政策研究会理事 吉田晴美

2019.9 第 21 代海上自衛隊海上幕僚長 福地建夫

鎌倉ペンクラブ副会長 土谷精作

以下余白



華人 Channel Japan 代表取締役 玉城理恵

スクワイヤー外国法共同事業法律事務所パートナー スコット・A ・

ウォーレン

2018.5 東京消防庁防災部長消防司監 鈴木浩永

元・志信会会長 /凛コーポレーション代表取締役 大西信弥

2018.6 駐日モンゴル国大使館臨時代理大使 ダンバダルジャー・

バッチジャルガル

元・OECD 大使/安保政策研究会理事 登 誠一郎

元・関東公安調査局長 /倉敷芸術科学大学客員教授 岩井克己

2018.7 参議院議員 高野光二郎
元・時事通信社常務取締役編集局長/安保政策研究会理事 杉浦正章

2018.8 厚生労働副大臣 衆議院議員 牧原秀樹
元・兵庫県議会議員

(一財)再生可能エネルギー保全技術協会 理事長
筒井信雄

元・時事通信社編集局次長 /安保政策研究会理事 星野元男

2018.9 初代厚生労働大臣 / 医学博士 坂 口 力

元・厚生労働副大臣 /安保政策研究会 理事 赤松正雄

大道芸遊学塾 塾長 源 吾 朗

2018.10 総務省消防庁国民保護・防災部長 大村慎一

株式会社いずみ浄苑 名誉会長 坂本義雄

新折り紙・カトー折り研究所 主宰 加藤祐一

2018.11 元・駐韓国大使 /元 フォーリン・プレスセンター理事長

安保政策研究会 常務理事
寺田輝介

(一社) J-FOODS 推進機構代表理事 山﨑文枝

NPO 法人日本モンゴル親善協会理事長 柳澤徳次

2018.12

(no241)

衆議院議員 高木 啓

東京新聞・中日新聞社相談役 /安保政策研究会 理事 宇治敏彦

2019.1 前・警視総監 /警視庁顧問 吉田尚正

前・参議院議員 /安保政策研究会 理事 山﨑 力

2019.2 防衛装備庁長官 深山延暁

2019.3 総務省消防庁国民保護・防災部長 小宮大一郎

2019.4 刀匠二十五代 藤原兼房 加藤賀津雄

(一社)全日本手裏剣術協会理事長 成田 恵

元・内閣官房副長官 /安保政策研究会 理事長 浅野勝人

2019.5 元・参議院議員 平野貞夫

東京新聞・中日新聞社相談役 /安保政策研究会理事 宇治敏彦



第 20 代統合幕僚会議議長 西元徹也

2016.11 第 25 代東部方面総監/第 21 代西部方面総監(陸将) 重松惠三

2016.12

(no217)

ワカミヤアソシエーツ代表 若 宮 清

第 22 代海上幕僚副長(海将) 手塚正水

(株)日立国際電気 名誉相談役/法学博士 曽我政弘

2017.1 Organic Solutions Limited 会長 佐藤芳之

第 21 代航空幕僚長(空将) 石 塚 勲

2017.2 総務省消防庁国民保護・防災部長 杉本達治

2017.3 衆議院議員/自由民主党幹事長 二階俊博

東京都議会議員/桜美林大学特任教授 小礒 明

2017.4 呉竹会会長 頭山興助

第 29 代航空自衛隊幹部学校長(空将) 小田康夫

2017.5 衆議院議員 原田義昭

元・陸上自衛隊技術研究本部技術開発官(陸将) 中里義弘

群馬県玉村町議会議員 町田宗宏

2017.6 光陽ホールディングス(株)代表取締役会長 川路耕一

元・航空自衛隊第 1 航空団司令 田所 健

2017.7 元厚生労働事務次官日本赤十字社副社長 大塚義治

(一財)映像と芸術の振興財団代表理事 /映画監督 石侍露堂

2017.8 (公社)国際経済交流協会会長 /元衆議院議員 米田建三

(公財)階行社理事長 /第 23 代陸上幕僚長 冨澤 暉

2017.9 Japan Football Management 代表取締役 石丸和郎

2017.10 東京都危機管理監 /第 34 代北部方面総監 田邉揮司良

2017.11 (公財)特攻隊戦没者慰霊顕彰会会長

第 21 代統合幕僚会議議長

杉山 蕃

服部インターナショナル代表 (服部半蔵子孫) 服部三樹夫

2017.12

(no229)

第 30 代航空自衛隊幹部学校長 利渉弘章

2018.1 協同組合企業情報センター理事長 山本柳二

観光経済新聞社代表取締役社長 積田朋子

危機管理コンサルタント 丸谷元人

2018.2 元内閣官房副長官 /元外務副大臣 浅野勝人

埼玉県飯能市議会議長 野田直人

2018.3 (公社)日本プロサッカーリーグ理事長(チェアマン) 村 井 満

2018.4 VirnetX Holding Corp 最高経営責任者社長兼会長 KendallLarsen



2015.9 衆議院議員 自民党副幹事長 渡嘉敷奈緒美

元海上自衛隊大湊地方総監（海将) 吉川圭祐

2015.10 前在ホンジュラス共和国特命全権大使 加来至誠

元航空自衛隊第 20 代航空幕僚長（空将) 鈴木昭雄

2015.11 衆議院議員/外務副大臣 城内 実

映画監督/(一社)平成お伊勢参り委員会理事長 小川益男

元防衛大学校副校長 中溝高好

2015.12

(no205)

元海上自衛隊呉地方総監(海将) 松崎充宏

2016.1 衆議院議員 野田聖子

元陸上自衛隊北部方面総監/帝京大学名誉教授 志方俊之

太平洋技術監理 LLP 代表 柳澤宗生

2016.2 総務省消防庁国民保護・防災部長 横田真二

元・陸上自衛隊東部方面総監(陸将) 小田原 昭

なんでんかんでんフーズ社長 / Mr.なんでんかんでん 川原浩史

2016.3 参議院議員日本のこころを大切にする党代表 中山恭子

(公財)矯正協会会長/早稲田大学名誉教授・元総長 西原春夫

元・陸上自衛隊東北方面総監(陸将) 吉崎 格

(株)全旅 取締役会長 池田孝昭

2016.4 スウェーデン社会研究所理事/環境ジャーナリスト 村田佳壽子

元日本郷友連盟理事長 /元・陸上自衛隊第 13 師団長 五十君弘太郎

2016.5 (一財)自治体衛星通信機構理事長 /元・消防庁長官 久保信保

国土政策研究家 /元・熊本県議会議員 下田耕士
平和・安全保障研究所監事 /元・陸上自衛隊第 13師団長 江口博保

2016.6 衆議院議員 亀岡偉民

医療法人財団天翁会相談役 /医学博士 天本 宏

防衛大学校名誉教授 / 工学博士 北野昌則

2016.7 元・航空自衛隊航空教育集団司令官 長谷川孝一

2016.8 元・航空自衛隊補給本部長 庄 克 彦

グローバルデベロップメント 代表取締役 油 屋 康

日々輝塾 J 塾長 江部正紀

2016.9 (一財)日本価値協創機構理事長 /一橋総研代表 鈴木壮治

元海上自衛隊第 19 代海上幕僚長 岡部文雄

2016.10 更生保護法人両全会理事長 小畑輝海



(公財) 偕行社理事長・日本会議代表委員 志摩 篤

2014.9 元陸上自衛隊東北方面総監/森野軍事研究所代表 森野安弘

2014.10 (一財）ディフェンスリサーチセンター理事長 上田愛彦

2014.11 衆議院議員（みんなの党代表） 浅尾慶一郎

武蔵野学院大学特任名誉教授 前川 清

真正ボクシングジム（株） 代表取締役 山下正人

西菱電機（株）代表取締役 西岡伸明

2014.12

(no193)

弁護士/元衆議院議員 横粂勝仁

元防衛大学校教授 杉浦敏夫

（株）スパイスコミュニケーションズ 取締役会長 大石賢一

2015.1 防衛省運用企画局長 深山延暁

英霊にこたえる会中央本部運営委員長 冨田定幸

虎ノ門法律経済事務所所長/弁護士 千賀修一

2015.2 (公財)偕行社副理事長 深山明敏

(一社)日本防衛装備工業会 常任理事 竹田凱光

2015.3 元防衛大臣/衆議院議員 小野寺五典

元陸上自衛隊中部方面総監(陸将) 中尾時久

2015.4 元防衛大臣/衆議院議員 小野寺五典

藤沢市長 鈴木恒夫

(一社)日本郷友連盟会長/第 18 代統合幕僚会議議長 寺島泰三

2015.5 (公財)アジア刑政財団会長/作家 堺屋太一

元航空自衛隊航空教育集団司令官(空将) 阿部博男

花園クリニック 院長 楢崎幹雄

2015.6 元東北方面総監・東部方面総監 源川幸夫

社会福祉法人天童会理事 眞﨑頌也

2015.7 政経調査会会長 /元田中角栄秘書 朝賀 昭

元陸上自衛隊幹部学校長（陸将) 伊左次 達

2015.8 東京消防庁消防総監 大江秀敏

元海上自衛隊横須賀地方総監（海将) 後藤 理



2012.7 元東京消防庁消防総監 杉村哲也

2012.8 総務省消防庁国民保護・防災部長 大庭誠司

2012.9 衆議院議員 長島忠美

2012.1 参議院議員 佐藤正久

2012.11 衆議院議員 高市早苗

東京都参与/帝京大学教授 志方俊之

2012.12

(no169)

中央大学大学院教授/元消防庁国民保護・防災部長 幸田雅治

2013.1 神奈川県知事 黒岩祐治

全国警備業協会専務理事 上原美都男

2013.2 東京都危機管理監 宮嵜泰樹

2013.3 衆議院議員 三原朝彦

2013.4 宮城県知事 村井嘉浩

北里大学北里研究所病院病院長特任補佐 鈴木達夫

2013.5 内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官 衆議員議員 亀岡偉民

2013.6 衆議院議員 川田龍平

2013.7 防衛大学校 名誉教授 長島知有

2013.8 東京消防庁防災部長 村上研一

2013.9 前皇宮警察本部長 / (公財)公共政策調査会専務理事 五十嵐邦雄

2013.1 外務大臣政務官衆議院議員 城内 実

2013.11 前環境省水・大気環境局長 鷺坂長美

2013.12

(no181)

総務省消防庁国民保護・防災部長 室田哲男

2014.1 前警察庁長官 / (公財)公共政策調査会理事長 片桐 裕

国立保健医療科学院 健康危機管理研究部 部長 金谷泰宏

2014.2 内閣参事官 宮地俊明

日本経済大学大学院教授 菅澤喜男

2014.3 東京ビッグサイト株式会社代表取締役社長 竹花 豊

2014.4 衆議院議員 東郷哲也

2014.5 衆議院議員 松田 学

毎日新聞社 編集委員 瀧野隆浩

株式会社 NTT ドコモ 取締役常務執行役員 眞藤 務

2014.6 (公社)日本医師会 常任理事 石井正三

2014.7 東京消防庁 防災部長 関 政彦

神戸市民党 代表 樫野孝人

2014.8 衆議院議員 田中和徳



東京慈恵会医科大学 分子疫学研究室室長 浦島充佳

2010.1 衆議院議員 平沼赳夫

2010.2 みんなの党代表、衆議院議員 渡辺喜美

2010.3 衆議院議員 城 内 実

藤沢市長 海老沢靖典

神奈川県議会議員 竹内栄一

2010.4 衆議院議員 渡辺浩一郎

2010 衆議院議員 野田聖子

2010.6 衆議院議員 岩 屋 毅

2010.7 衆議院議員 稲田朋美

2010.8 参議院議員 片山虎之助

2010.9 参議院議員 大野元裕

2010.1 衆議院議員 糸川正晃

2010.11 参議院議員 浜田和幸

柘植大学学長 渡辺利夫

2010.12 衆議院議員 小野寺五典

総務省消防庁国民保護・防災部長 塚田桂祐

2011.1 参議院議員 佐藤正久

2011.2 衆議院議員 中谷 元

2011.3 衆議院議員 小渕優子

2011.4 横浜市危機管理監 上原美都男

2011.6 元東京都危機管理監 中村晶晴

2011.7 福井県立大名誉教授 凌 星 光

2011.8 総務省消防庁国民保護・防災部長 佐々木克樹

2011.9 東京都消防庁防災部長 伊藤克巳

2011.12
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元法務大臣・弁護士 千葉景子

内閣審議官 市橋保彦

2012.1 衆議院議員 園田博之

東京都危機管理監 醍醐勇司

2012.2 衆議院議員 坂口岳洋

2012.3 元警視総監 石川重明

ジャーナリスト、NPO 代表 野中ともよ

2012.4 BMSA理事長 小松俊彦

2012.5 参議院議員 水戸将史

2012.6 埼玉県知事 上田清司



東北大学大学院 教授 田 所 諭

2007.8 (財)世界平和研究所 研究顧問 宮脇磊介

2007.9 法政大学大学院 教授 石 島 隆

2007.10 総務省消防庁消防研究センター所長 宮崎益輝

亀田総合病院 病院長 亀田信介

2007.11 参議院議員 円 より子

2007.12 東北大学大学院 教授 押 谷 仁

新潟アルビレックス BB 長谷川 誠

東京都青少年・治安対策本部課長 青山彩子

2008.1 前衆議院議員 樋 高 剛

(株)パトライト代表取締役 植田和憲

湘南ベルマーレ 斉藤俊秀

2008.2 (株)自然学校 代表取締役 清水國明

2008.3 日本中央競馬会 武 豊

2008.4 京都サンガ F.C. 森岡隆三

2008.5 衆議院議員 糸川正晃

レーシングドライバー 中野信治

地球環境平和財団 事務局長 矢野等子

2008.6 2008 北京五輪豪州代表 ショーン・ロー

軍事史研究家 喜田邦彦

2008.7 衆議員議員 長島昭久

柏レイソル 北嶋秀朗

2008.8 サッカー元日本代表 松 永 章

2008.9 秋田県立能代工業高校バスケ部元総監督 加藤廣志

2008.10 農林水産政策研究所 所長 齊 藤 登

サンフレッチェ広島 下 田 崇

2008.11 防衛省防衛研究所 武貞秀士

2008.12 原子核物理学者 森永晴彦

2009.1 FC 東京 今野泰幸

(株)毛髪クリニックリーブ 21代表取締役 岡村勝正

2009.3 プロゴルファー 青 木 功

2009.5 首都大学東京大学院教授 菅又昌実

防衛医科大学校 教授 四ノ宮成祥

2009.6 衆議院議員 糸川正晃

2009.7 ミュンヘン工科大学退任正教授(原子核物理学) 森永晴彦

2009.8 衆議院議員 下村博文



衆議院議員 長島昭久

(社)コンピュ－タソフトウェア著作権協会専務理事 久保田 裕

2005.9 参議院議員 小川敏夫

(社)日本自動認識システム協会 専務理事 宇田川荘二

2005.10 総務省消防庁国民保護運用室長 大森丈義

2005.11 参議院議員 有村治子

参議院議員 佐藤道夫

2005.12 衆議院議員 市村浩一郎

2006.１ 衆議院議員 高市早苗

神奈川県知事 松沢成文

2006.2 立正大学文学部助教授 小宮信夫

2006.3 衆議院議員 山 本 拓

総務省消防庁国民保護・防災部長 小林恭一

2006.4 独立総合研究所 代表取締役兼首席研究員 青山繁晴

防犯アナリスト 梅本正行

2006.5 参議院議員 白 眞 勳

2006.6 衆議院議員 村田吉隆

衆議院議員 石 破 茂

2006.7 衆議院議員 前原誠司

衆議院議員 渡 辺 周

2006.8 衆議院議員 馬淵澄夫

2006.9 衆議院議員 松 原 仁

2006.10 衆議院議員 稲田朋美

2006.11 (財)アジア刑政財団 理事長 敷 田 稔

犯罪学者 北 芝 健

2006.12 NEC インフロンティア（株）代表取締役社長 木内和宣

防衛大学校 教授 孫 崎 亨

2007.1 衆議院議員 小野次郎

防衛医科大学 防衛医科研究センター教授 高橋祥友

2007.2 衆議院議員 末松義規

国立感染症研究所 岡田晴恵

2007.3 帝京大学教授、東京都参与 志方俊之

地球環境平和財団 専務理事 重本勝弘

2007.4 元自衛隊初代イラク復興業務支援隊長 佐藤正久

2007.6 元韓国国防省北朝鮮担当官海軍少佐 高 永 喆

大和ハウス工業株式会社代表取締役社長 村上健治



前警察庁長官・日本自動車連盟副会長 田中節夫

2004.9 衆議院議員 岩 屋 毅

衆議院議員 枝野幸男

ジャ－ナリスト 櫻井よしこ

（社）日本原子力産業会議会長 西澤潤一

2004.10 衆議院議員 大村秀章

衆議院議員 武正公一

東京都副知事 竹 花 豊

藤沢市長 山本捷雄

2004.11 衆議院議員 原口一博

筑波大学名誉教授・帝京大学法学部教授 土本武司

逗子市長 長島一由

2004.12 前防衛庁長官・衆議院議員 石 破 茂

衆議院議員 安 住 淳

千葉科学大学学長 平野敏右

2005.1 参議院議員 加納時男

日本原子力研究所評議役・大阪大学名誉教授 伊達宗行

元防衛事務次官・世界平和研究所副会長 佐藤 謙

2005.2 衆議院議員 谷本龍哉

衆議院議員 松 原 仁

参議院議員 蓮 舫

2005.3 前警察庁長官、警察庁顧問 佐藤英彦

（社）日本防犯設備協会会長、松下電工社長 畑中浩一

2005.4 衆議院議員 永田寿康

慶應義塾大学 経済学部教授 島田晴雄

国際未来科学研究所代表、国際政治学者 浜田和幸

2005.5 衆議院議員 中塚一宏

衆議院議員 和田隆志

青山学院大学理工学部化学・生命科学科教授 福岡伸一

2005.6 参議院議員 森元恒雄

参議院議員 鈴 木 寛

三井物産戦略研究所長、日本総合研究所理事長 寺島実郎

2005.7 参議院議員 財政金融委員長 浅尾慶一郎

衆議院議員 水島広子

元参議院議員 NPO 法人ＧＳＩＪ理事長 鈴木正孝

2005.8 参議院議員 前国家公安委員会委員長 小野清子



杉並区区長 山 田 宏

財団法人アジア刑政財団理事長

元名古屋高検検事長・国際検察官協会副会長 敷 田 稔

経済産業省 商務情報政策局情報セキュリテイ政策室長 印南朋浩

食の安全・監視市民委員会 運営委員

東海大学教養学部人間環境学科 教授 井上義雄

2004.1 広報＆危機管理コンサルタント 平能哲也

総務大臣政務官 衆議院議員 平沢勝栄

中東調査会 研究員 大野元裕

コリア・レポ－ト 辺 真 一

危機管理コンサルタント 松本健一

2004.2 東京経済大学 教授 守屋克彦

厚生労働大臣政務官 参議院議員 佐々木知子

総務大臣政務官 参議院議員 世耕弘成

農林水産省 農林水産政策研究所 嘉田良平

2004.3 独立行政法人情報処理推進機構 理事長 藤原武平太

参議院外交・防衛委員長 参議院議員 山本一太

前スイス大使・元警察庁長官 國松孝次

NPO 法人犯罪予防相談センタ－ 理事長 梅本正行

上田市議会副議長 土屋陽一

2004.4 NPO 日本ネットワ－クセキュリティ協会事務局長 下村正洋

衆議院議員 鳩山由紀夫

元警視総監・日本盲導犬協会理事長 井上幸彦

放送大学助教授 高橋和夫

2004.5 埼玉県知事 上田清司

元東京地検特捜部長・弁護士 河上和雄

明治大学法学部教授・弁護士 夏井高人

2004.6 元国連事務次長 日本政府代表 明 石 康

衆議院議員 前原誠司

衆議院議員 松島みどり

日本赤十字看護大学教授 小池政行

2004.7 衆議院議員 河野太郎

評論家、ジャ－ナリスト 木元教子

2004.8 衆議院議員 水野賢一

衆議院議員 末松義規

目白大学助教授 黒沢幸子
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2003.4 衆議院議員 小池百合子

防衛化学協会会長 井上忠雄

2003.5 衆議院議員 松野頼久

2003.6 衆議院議員 前防衛庁長官 中 谷 元

防衛庁防衛研究所 主任研究官 武貞秀士

総務省消防庁 予防課長 小林恭一

警察庁総合セキュリティ－対策会議委員長

東京都立大学法学部教授 前田雅英

医療法人社団 公仁会 大和成和病院

心臓病センタ－長 心臓外科医 南淵明宏

東京工業大学 教授 米崎直樹

2003.7 ジャ－ナリスト キャスタ－ 蟹瀬誠一

内閣府副大臣 衆議院議員 米田健三

独立総合研究所 代表取締役 青山繁晴

慶応義塾大学 環境情報学部 教授 武藤佳恭

2003.8 埼玉大学名誉教授 市川定夫

衆議院議員 首藤信彦

総務省政策統括官 大野慎一

国民共通番号制に反対する会 代表 櫻井よしこ

2003.9 危機管理対策アドバイザ－ 国崎信江

東京都議会議員 立石晴康

東京都福祉局 局長 幸田昭一

前衆議院議員 半田善三

アジア経済研究所 主任研究員 酒井啓子

ジャ－ナリスト 大谷昭弘

2003.10 衆議院議員 石 井 一

歌手・財団法人矯正協会 副会長 千葉紘子

衆議院議員 鮫島宗明

2003.11 総務省消防庁防災課 課長 務台俊介

東京工業大学大学院 教授 橋爪大三郎

ノンフィクション作家 吉 岡 忍

2003.12 上智大学 教授 田島泰彦


