
超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成20年12月11日   ／   11th  December  2008  ―２ 
 
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第1回） 

松原仁議員  古賀一成議員  野田佳彦議員  笠浩史議員  長島昭久議員 
唐津一顧問  鈴木浩二（プロデューサー） 



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成21年2月5日   ／   5th  February  2009   
 
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第2回） 

末吉興一 現総理補佐官 元北九州市長（ゲスト） 
笠浩史議員   長島昭久議員     吉良州司議員  田村謙治議員  
鈴木浩二（プロデューサー） 



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成21年5月26日   ／   26th  May  2009   
 
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第3回） 

渡辺喜美議員 元行革・規制改革・金融担当大臣（ゲスト） 
野田佳彦議員   古賀一成議員   笠浩史議員   松沢成文知事 
鈴木浩二（プロデューサー） 



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成21年9月9日   ／   9th  September  2009      ―１   
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第5回） 
      野田佳彦議員   松原 仁議員     樽床伸二議員   古賀一成議員    
      笠 浩史議員    原口一博議員   渡辺喜美議員 
      石原信雄顧問   鈴木浩二（プロデューサー） 

平成21年6月24日   ／   24th  June  2009   
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第4回） 
                  野田佳彦議員  松原仁議員  古賀一成議員  石原信雄顧問  鈴木浩二（プロデューサー）  



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成21年9月9日   ／   9th  September  2009  -２ 
 
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第5回） 
 
 
 
                                      野田佳彦議員   松原 仁議員     樽床伸二議員   古賀一成議員    
                                笠 浩史議員    原口一博議員   渡辺喜美議員 
                                石原信雄顧問   鈴木浩二（プロデューサー） 



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成22年3月9日   ／   9th  March  2010 
 
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（臨時会合） 

野田佳彦議員    樽床伸二議員   逢沢一郎議員   松原仁議員   古賀一成議員   
仙谷由人議員／松本秘書   小泉 直 トヨタ自動車OB・日本ゴルフツアー機構会長（ゲスト） 
鈴木浩二（プロデューサー）  



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成22年4月12日   ／   12th  April  2010   
 
超党派定期会合 及び 経済ハブ推進会合（第6回） 

仙谷由人国家戦略相 （ゲスト）     
野田佳彦議員    松原 仁議員    樽床伸二議員        笠 浩史議員  
石原信雄 顧問   鈴木浩二（プロデューサー）    



             （役職は2011年3月時点） 
石原信雄  元官房副長官   
樽床伸二議員    国家基本政策委員長    
松原 仁議員     前予算委員会理事  
古賀一成議員    国土交通委員長 
笠 浩史議員    文部科学大臣政務官 
鈴木浩二        総合プロデューサー 
 
他復興会合メンバー 
逢沢一郎議員    国対委員長（自民）    
岩屋 毅議員    前政調副会長（自民） 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成23年3月31日   ／   31st   March  2011   
 
超党派定期会合  
東日本大震災・超党派による復興緊急会合（第1回） 



             （役職は2011年4月時点） 
石原信雄  元官房副長官   
逢沢一郎議員    国対委員長（自民）    
岩屋 毅議員    前政調副会長（自民） 
樽床伸二議員    国家基本政策委員長    
松原 仁議員     前予算委員会理事      
鈴木浩二        総合プロデューサー 
 
他復興会合メンバー 
古賀一成議員    国土交通委員長 
笠 浩史議員    文部科学大臣政務官 

超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成23年4月27日   ／   27th April  2011   
 
超党派定期会合  
東日本大震災・超党派による復興緊急会合（第2回） 



超党派議員による定期会合（2002年～） 
顧問：  唐津一、 内田健三、 石原信雄 
幹事・於：   鈴木浩二事務所 

平成23年7月5日   ／   5th July  2011   
超党派定期会合  
東日本大震災・超党派による復興緊急会合（第3回） 
 
平成23年7月13日   ／  13th July  2011   
東日本大震災・超党派による復興緊急会合（第4回） 
        復興対策本部 峰久事務局長 同席 

                （役職は2011年7月時点） 
石原信雄  元官房副長官   
逢沢一郎議員    国対委員長（自民）    
樽床伸二議員    国家基本政策委員長    
古賀一成議員    国土交通委員長 
笠 浩史議員    文部科学大臣政務官 
鈴木浩二        総合プロデューサー 
 
他会合メンバー 
岩屋 毅議員    前政調副会長（自民） 
松原 仁議員     前予算委員会理事    
 
峰久幸義 復興対策本部 事務局長 
上田  健           同     次長 




