
 2023年４月採用　米山奨学生 面接日・会場一覧  2022年11月11日現在
公益財団法人

ロータリー米山記念奨学会

地区 地域
面接試験
実施日

曜日 面接会場名/集合場所 会場住所 面接会場TEL

2500 北海道東部 12月11日 日 ホテル黒部
〒090-0047 北海道北見市北７条西１丁
目１

0157-23-2251

2510 北海道西部 12月11日 日
ロイトン札幌／
２階クリスタル・ホール

〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条
西11丁目

011-271-2711

宮城 1月21日 土 第一日本オフィスビル
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町１
－１－８

022-222-0130

岩手 1月14日 土
アイーナ いわて県民情報交流セ
ンター

〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅前西通
１丁目７番１号

019-606-1717

2530 福島 12月11日 日
郡山市ビックアイ市民交流プラザ
７階会議室(第1･第2･第3)

〒963-8002 郡山市駅前2丁目11番1号 024-922-5544

2540 秋田 12月17日 土 パーティギャラリーイヤタカ 〒010-0001 秋田県秋田市中通6-1-13 018-835-1188

2550 栃木 12月18日 日 ホテルニューイタヤ宇都宮 〒320-0811 宇都宮市大通り2-4-6 028-635-5511

2560 新潟 1月14日 土 万代シルバーホテル 〒950-8533 新潟市中央区万代1-3-30 025-243-3711

2570 埼玉（西北部）
1月14日・

 15日
土
日

国立女性教育会館／研修棟301
〒355-0221 埼玉県比企郡嵐山町菅谷
728番地

0493-62-6661

東京（東北部） 12月15日 木 ホテルニューオータニ
〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4-
1

03-3265-1111

沖縄 12月8日 木 ホテルロイヤルオリオン 〒902-0067 沖縄県那覇市安里1-2-21 098-866-5533

2590
神奈川
（横浜・川崎）

12月11日 日 鶴見大学会館 ２Fサブホール 〒230-0062 横浜市鶴見区豊岡町3-18 045-574-8626

2600 長野 1月22日 日 松本商工会館 〒390-0811 長野県松本市中央1-23-1 0263-32-5355

富山 12月11日 日 富山電気ビルディング 〒930-0004 富山市桜橋通り3-1 076-432-4111

石川 12月10日 土 ホテル金沢
〒920-0849 石川県金沢市堀川新町1番1
号

076-223-1111

米山梅吉記念館
〒411-0941 静岡県駿東郡長泉町上土狩
346-1

055-986-2946

浜松グランドホテル
〒432-8036 静岡県浜松市中区東伊場1-
3-1

053-452-2112

山梨 山梨県立図書館 〒400-0024 山梨県甲府市北口2-8-1 055-255-1040

2630 岐阜・三重
1月14日･
  15日

土
日

名鉄グランドホテル
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅
1丁目2-4 名鉄バスターミナルビル11F
～18F

052-582-2211

2640
和歌山・大阪
(大和川以南で柏原市を除
く)

1月15日 日
りんくう国際物流センター／
２階

〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往
来北2-21

072-469-5111

福井 12月12日 月 アオッサ／６階 〒910-0858 福井市手寄1-4-1 0776-20-1535

奈良 12月14日 水
春日ホテル／
当日会場ﾎﾃﾙ玄関にて案内

〒630-8213 奈良県奈良市登大路町40 0742-22-4031

滋賀 12月13日 火
彦根商工会議所　３階
受付：彦根ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ事務局

〒522-0063 滋賀県彦根市中央町3-8 0749-22-4551

京都
12月8日･
   9日

木
金

京都東急ホテル／
当日会場ﾎﾃﾙ玄関にて案内

〒600-8519 京都府京都市下京区
柿本町５８０

075-341-2411

2660
大阪
(大和川以北で柏原市を含
む)

1月21日 土 サニーストンホテル 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-3 06-6386-0001

2650

2610

2620

静岡

12月18日 日

2520

2580
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愛媛 1月14日 土 ANAクラウンプラザホテル松山 〒790-8520 愛媛県松山市一番町3-2-1 089-933-5511

香川 1月7日 土 リーガホテルゼスト高松 〒760-0025 香川県高松市古新町9-1 087-822-3555

高知 1月21日 土 ちより街テラス第３会議室 〒781-0806 高知市知寄町2丁目1-37  088-883-5444

徳島 1月28日 土 徳島グランヴィリオホテル 〒770-0941 徳島市万代町3-5-1 088-624-1111

2680 兵庫 12月10日 土 三宮研修センター
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通
4-2-12　FRⅡビル ４F

078-232–0081

2690
鳥取・島根・
岡山

1月15日 日
岡山国際交流センター／
８Ｆ イベントホール

〒700-0026 岡山市北区奉還町2-2-1 086-256-2000

2700
福岡
（佐賀・長崎の一部含
む）

1月7日 土
TKP博多駅筑紫口ビジネスセン
ター

〒812－0012
福岡市博多区博多駅中央街4-8
ユーコウビル

092-477-6055

2710 広島・山口 1月22日 日 ホテルグランヴィア広島 〒732-0822 広島市南区松原町1-5
082-506-0055
地区事務局

大分 12月10日 土 コンパルホール
〒870－0021 大分県大分市府内町1丁目
5番38号

097-538-3700

熊本 12月11日 日 くまもと県民交流館パレア
〒860－8554 熊本市中央区手取本町8番
9号

096-355-4300

2730 宮崎・鹿児島 12月18日 日
メインホテル
／１階会議室

〒885-0072 宮崎県都城市上町8-9 0986-23-3131　

2740 佐賀・長崎 12月18日 日 西九州大学　佐賀キャンパス 〒840-0806 佐賀県佐賀市神園3-18-15 0952-31-3001

2750 東京（西南部） 12月8日 木
ザ・プリンスさくらタワー東京
／コンファレンスフロア

〒108-8612 東京都港区高輪 3-13-1 03-3442-1111

2760 愛知 1月7日 土 名古屋国際センタービル５階
〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古
野1-47-1

052-581-0100

2770 埼玉（南東部） 1月14日 土
大宮ソニックシティ／
802会議室

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-
7-5

048-647-4111

2780 横浜・川崎以外の神奈川 1月15日 日
第一相澤ビル／
３階会議室（控室）
８階会議室（面接会場）

〒251-0055 藤沢市南藤沢22-7 0466-25-8855

2790 千葉 1月7日 土 千葉市民会館 〒260-0017 千葉市中央区要町1-1 043-224-2431

2800 山形 12月3日 土 ホテルメトロポリタン山形 〒990-0039 山形市香澄町１丁目1-1 023-628-1111

12月7日 水
（県北：水戸会場）
茨城大学水戸キャンパス

〒310-8512 茨城県水戸市文京2-1-1 029-228-8533

12月10日 土
（県南：つくば会場）
ホテル日航つくば

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1丁目
1364-1

029-852-1112

2830 青森 12月3日 土 青森県観光物産館アスパム
〒030-0803 青森県青森市安方１丁目1-
40

017-735-5311

2840 群馬 1月15日 日 前橋問屋センター会館 〒371-0855 前橋市問屋町2-2 027-251-1175

面接日・会場などは変更になる可能性があります。
最新の情報および集合時刻・会場の詳細は、学校担当者専用サイトに掲載の「面接集合時刻・会場について」をご確認ください。
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