
年月日 時間 内容
平成24年12月28日 19:41 内閣記者会と懇親会。
平成25年1月7日 18:23 東京・丸の内のパレスホテル東京。日本料理店「和田倉」で、渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長、菅官房長官と食事。
平成25年1月8日 19:00 東京・赤坂のＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京。日本料理店「雲海」で産経新聞社の清原武彦会長、熊坂隆光社長と食事。
平成25年1月10日 19:40 東京・赤坂の日本料理店「陽羅野家」で報道関係者と会食。
平成25年1月15日 20:41 ジャーナリストの田原総一朗氏。
平成25年1月17日 （現地時間17日）午後、同ホテルで同行記者団と懇談。
平成25年1月25日 14:02 新聞・通信各社などの論説委員らと懇談。２９分、民放各社の解説委員らと懇談。５５分、内閣記者会加盟報道機関キャップらと懇談。
平成25年2月7日 19:02 東京・内幸町の帝国ホテル。同ホテル内の中国料理店「北京」で朝日新聞社の木村伊量社長らと会食。
平成25年2月14日 19:33 東京・芝公園のホテル「ザ・プリンスパークタワー東京」。中国料理店「陽明殿」で、産経新聞社の清原武彦会長らと食事。
平成25年2月15日 19:46 東京・白金台の日本料理店「壺中庵」で共同通信社の石川聡社長と食事。
平成25年2月27日 10:31 新聞・通信各社などの論説委員らと懇談。５６分、民放各社の解説委員らと懇談。１１時２１分、内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。
平成25年3月8日 19:31 同ホテル内のフランス料理店「レ　セゾン」で日本経済新聞社の喜多恒雄社長らと会食。
平成25年3月13日 19:20 東京・赤坂のアーク森ビル。会員制クラブ「アークヒルズクラブ」で報道関係者と食事。
平成25年3月15日 19:10 東京・芝公園のフランス料理店「レストラン　クレッセント」。フジテレビの日枝久会長と食事。
平成25年3月22日 19:18 公邸。テレビ朝日の早河洋社長、幻冬舎の見城徹社長らと食事。菅長官同席。
平成25年3月25日 19:43 東京・赤坂の中国料理店「赤坂飯店」。首相番記者と懇談。
平成25年3月28日 19:30 東京・関口のホテル椿山荘東京。日本料理店「錦水」で毎日新聞社の朝比奈豊社長らと食事。
平成25年4月4日 19:42 東京・永田町の中国料理店「溜池山王聘珍樓」。時事通信の田崎史郎解説委員、読売新聞の小田尚論説委員長、朝日新聞の曽我豪政治部長らと食事。
平成25年4月5日 19:52 東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「楠」で日本テレビの大久保好男社長らと会食。
平成25年5月1日 　（現地時間１日）午前、キング・アブドルアジズ大学で講演。クラウンプラザホテルジッダで同行記者団と懇談。
平成25年5月7日 19:33 東京・丸の内のパレスホテル東京。日本料理店「和田倉」で時事通信社の西沢豊社長、田崎史郎解説委員らと食事。
平成25年5月8日 18:37 公邸。元巨人監督の長嶋茂雄氏、元大リーグ選手の松井秀喜氏、渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長、大久保好男日本テレビ社長らと食事。
平成25年5月14日 19:30 東京・西麻布のフランス料理店「彩季」。中日新聞の小出宣昭社長、東京新聞の長谷川幸洋論説副主幹と食事。
平成25年5月15日 20:28 東京・丸の内のパレスホテル東京。日本料理店「和田倉」で渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長ら報道関係者と食事。
平成25年5月16日 13:58 ジャーナリストの田原総一朗氏。
平成25年5月20日 11:35 共同通信社の石川聡社長。
平成25年6月10日 14:05 ジャーナリストの池上彰氏。
平成25年6月12日 19:16 東京・赤坂の赤坂サカス。広東料理店「赤坂璃宮」で報道各社の論説委員と食事。
平成25年6月20日 19:14 東京・虎ノ門のホテルオークラ。中国料理店「桃花林」で静岡新聞社の大石剛社長と食事。
平成25年6月25日 18:34 公邸。ジャーナリストの桜井よしこさんらと食事。
平成25年7月1日 20:20 東京・飯田橋のホテルグランドパレス。日本料理店「千代田」で読売新聞の飯塚恵子論説委員らと食事。
平成25年7月22日 19:02 東京・永田町の日本料理店「黒沢」。朝日新聞の木村伊量社長、政治ジャーナリストの後藤謙次氏らと食事。
平成25年7月24日 19:02 東京・永田町の赤坂エクセルホテル東急。レストラン「赤坂ジパング」で報道関係者と食事。
平成25年8月2日 18:33 月刊誌「ＷｉＬＬ」の花田紀凱編集長、評論家の日下公人氏らと食事。
平成25年8月6日 18:32 東京・紀尾井町のホテルニューオータニガーデンタワー。作家の百田尚樹氏と対談。月刊誌「ＷｉＬＬ」の花田紀凱編集長同席。
平成25年8月18日 18:30 宴会場「メヌエット」で日枝久フジテレビ会長、加藤官房副長官夫妻らと食事。
平成25年8月22日 18:23 東京・赤坂のアーク森ビル。会員制クラブ「アークヒルズクラブ」で福山正喜共同通信社長ら報道関係者と食事。
平成25年8月26日 （現地時間２６日）午後、商工会議所。同所主催経済セミナー。ホテル「ザ・リージェンシー　クウェート」で同行記者団と懇談。
平成25年9月4日 （現地時間４日）午後、サンクトペテルブルクのプルコボ空港着。パークインプルコフスカヤホテルで同行記者団と懇談。
平成25年9月10日 18:38 東京・丸の内のパレスホテル東京。日本料理店「和田倉」で渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長ら報道関係者と食事。
平成25年9月12日 19:47 東京・赤坂の中国料理店「赤坂飯店」。内閣記者会加盟報道各社のキャップと食事。
平成25年9月24日 （現地時間２４日）午後、インターコンチネンタルホテルで同行記者団と懇談。
平成25年10月9日 （現地時間９日）午前、リズクンインターナショナルホテルで同行記者団と懇談。
平成25年10月11日 15:31 新聞・通信各社などの論説委員らと懇談。16時４分、民放各社の解説委員らと懇談。２７分、内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。
平成25年10月17日 19:34 東京・永田町の赤坂エクセルホテル東急。レストラン「赤坂ジパング」で元担当記者と会食。
平成25年10月23日 19:08 東京都渋谷区本町の焼肉店「カレア」。ＢＳ朝日のインタビュー。
平成25年11月13日 18:49 公邸。見城徹幻冬舎社長、石井直電通社長、政治ジャーナリストの末延吉正氏と食事。
平成25年12月2日 19:28 東京・丸の内のパレスホテル東京。日本料理店「和田倉」で渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長ら報道関係者と懇談。
平成25年12月16日 19:06 東京・永田町の中国料理店「溜池山王聘珍樓」。時事通信の田崎史郎解説委員、毎日新聞の山田孝男専門編集委員、朝日新聞の曽我豪政治部長らと食事。
平成25年12月19日 19:29 東京・赤坂のふぐ料理店「博多い津み」。渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長と食事。
平成25年12月20日 18:39 東京・若葉のフランス料理店「オテル・ドゥ・ミクニ」。産経新聞社の清原武彦会長、熊坂隆光社長らと食事。
平成25年12月26日 18:41 東京・赤坂のＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京。日本料理店「雲海」で報道各社の政治部長らと懇談。
平成25年12月27日 18:11 内閣記者会との懇談会。
平成26年1月12日 （現地時間1月１２日）午後、モザンビーク・マプトの「ジラソル・インディ・コングレス・ホテル・アンド・スパ」で同行記者団と懇談。
平成26年1月17日 18:32 東京・大手町の読売新聞東京本社ビル。「ビューラウンジ」で同新聞グループ本社の渡辺恒雄会長、白石興二郎社長らと食事。
平成26年1月21日 10:54 新聞・通信各社の論説委員らと懇談、１１時２０分、在京民放各社の解説委員らと懇談、３９分、内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。
平成26年1月29日 19:32 東京・雷門の鳥料理店「鷹匠寿」。菅官房長官、茂木経産相、フジテレビの日枝久会長と食事。
平成26年2月3日 19:05 東京・平河町の日本料理店「下関春帆楼　東京店」。毎日新聞の朝比奈豊社長らと食事。
平成26年2月18日 19:00 東京・丸の内のパレスホテル東京。宴会場「桔梗」で清原武彦産経新聞社会長、海老沢勝二ＮＨＫ元会長、広瀬道貞テレビ朝日元会長らと食事。
平成26年2月21日 18:56 東京・永田町の赤坂エクセルホテル東急。レストラン「赤坂ジパング」で元担当記者と食事。
平成26年2月25日 13:47 ジャーナリストの田原総一朗氏。
平成26年3月27日 19:13 東京・平河町の日本料理店「下関春帆楼　東京店」。福山正喜共同通信社長と食事。
平成26年3月31日 19:38 東京・四谷の居酒屋「鉄板酒場　アケボノヤ　四谷店」。報道各社の記者と懇談。
平成26年4月1日 19:01 東京・赤坂の日本料理店「こうしんほう」。報道各社政治部長経験者と食事。
平成26年4月16日 18:42 東京・銀座の中国料理店「飛雁閣」。山本治朗中国新聞社主兼会長、川崎隆生西日本新聞社長ら中国・九州地方の地方紙の会長・社長らと会食。加藤官房副長官同席。
平成26年4月27日 18:59 東京・虎ノ門のホテルオークラ。日本料理店「山里」で日枝久フジテレビ会長、古森重隆富士フイルムホールディングス会長、茂木友三郎キッコーマン名誉会長と食事。
平成26年5月3日 （現地時間５月３日）午後、ポルトガル・リスボンの「フォーシーズンズホテルリッツ」で同行記者団と懇談。
平成26年5月8日 19:45 東京・六本木の焼き肉店「第一神宮麻布店」。読売新聞の永原伸政治部長らと食事。
平成26年5月13日 18:54 東京・二番町の日本テレビ麹町ビル。迎賓施設「あづまや」で大久保好男日本テレビ社長らと食事。
平成26年5月15日 20:06 東京・西新橋のすし店「しまだ鮨」。時事通信の田崎史郎解説委員、毎日新聞の山田孝男特別編集委員、朝日新聞の曽我豪編集委員らと食事。
平成26年5月20日 20:01 東京・新宿のビル「壱丁目参番館」。評論家金美齢氏の事務所で、同氏、新藤総務相、下村文科相、古屋国家公安委員長、稲田行政改革相らと食事。
平成26年5月22日 18:00 東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「菊の間」で韓国紙・中央日報の洪錫ヒョン会長。杉田亮毅前日本経済新聞社会長同席。
平成26年6月18日 18:56 東京・銀座の鉄板焼き店「銀座うかい亭」。時事通信の西沢豊社長、田崎史郎解説委員、渡辺祐司社長室長らと食事。
平成26年6月20日 19:09 東京・赤坂の「アークヒルズクラブ」で読売新聞の橋本五郎特別編集委員、毎日新聞の山田孝男特別編集委員ら報道関係者と食事。
平成26年7月4日 18:55 テレビ朝日の早河洋会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）、吉田慎一社長、見城徹幻冬舎社長と食事。
平成26年7月11日 （現地時間７月１１日）午後、パプアニューギニア・ポートモレスビーの「ゲートウェイホテル」で同行記者団と懇談。
平成26年7月19日 19:29 下関市の焼き肉店「焼肉やすもり下関グリーンモール本店」。熊坂隆光産経新聞社社長らと食事。
平成26年7月31日 （現地時間７月３１日）午前、チリ・サンティアゴのホテル「グランド・ハイアット・サンティアゴ」で同行記者団と懇談。
平成26年8月11日 18:48 東京・四谷の焼き肉店「龍月園」。時事通信の加藤清隆解説委員、政治ジャーナリストの末延吉正氏らと食事。
平成26年8月17日 17:59 山梨県山中湖村「ホテルマウント富士」の宴会場「メヌエット」で日枝久フジテレビ会長らと食事。昭恵夫人同席。
平成26年8月19日 7:07 山梨県富士河口湖町のゴルフ場「富士桜カントリー倶楽部」。日枝久フジテレビ会長らとゴルフ。
平成26年8月19日 17:15 同県鳴沢村の笹川陽平日本財団会長の別荘。森喜朗元首相、日枝フジテレビ会長らと食事。
平成26年8月20日 7:26 山梨県富士河口湖町のゴルフ場「富士桜カントリー倶楽部」。森喜朗元首相、日枝久フジテレビ会長らとゴルフ。
平成26年8月28日 18:25 公邸。小堀桂一郎東大名誉教授、作曲家のすぎやまこういち氏、評論家の西部邁氏らと食事。
平成26年9月2日 11:19 ジェフリー・ザッカーＣＮＮワールドワイド社長。
平成26年9月23日 （現地時間９月２３日）午後、ニューヨークの「ダブルツリー・メトロポリタン・ホテル」で同行記者団と懇談。
平成26年9月27日 19:40 新聞・通信各社の論説委員らと懇談、２０時１分、在京民放各社の解説委員らと懇談、３５分、内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。
平成26年10月10日 19:15 東京・赤坂の中国料理店「赤坂飯店」。内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。
平成26年10月27日 19:21 東京・東麻布の中国料理店「富麗華」。女性記者らと食事。
平成26年10月31日 19:07 東京・赤坂のアーク森ビル。「アークヒルズクラブ」で共同通信の福山正喜社長、読売新聞東京本社の小田尚専務幹ら報道関係者と食事。
平成26年11月16日 （現地時間11月１６日）午後、オーストラリア・ブリスベンのホテル「ノボテル・ブリスベン」で同行記者団と懇談。
平成26年12月16日 18:59 東京・西新橋のすし店「しまだ鮨」。時事通信の田崎史郎解説委員、読売新聞の小田尚論説主幹、日本経済新聞の石川一郎常務ら報道関係者と食事。
平成27年1月9日 11:32 ジャーナリストの田原総一朗氏。
平成27年2月6日 18:41 東京・飯田橋の「ホテルグランドパレス」。日本料理店「千代田」で渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長と食事。
平成27年2月11日 13:46 新聞・通信各社の論説委員らと懇談。14時15分、在京民放各社の解説委員らと懇談。３９分、内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。
平成27年3月20日 18:58 東京・赤坂の居酒屋「うまいぞお」。田中隆之読売新聞政治部長らと会食。
平成27年4月6日 18:52 東京・京橋のすし店「寿し仁」。朝比奈豊毎日新聞社長らと食事。
平成27年4月15日 9:40 産経新聞の加藤達也前ソウル支局長。
平成27年5月15日 20:10 東京・赤坂のフォーシーズ溜池山王ビルディング。バー「Ｓｗａｎｋｙ」で大久保好男日本テレビ社長、秋山光人日経映像社長らマスコミ関係者と食事。
平成27年5月18日 18:43 東京・大手町の読売新聞東京本社ビル。渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長、橋本五郎読売新聞東京本社特別編集委員、清原武彦産経新聞社会長ら報道関係者と食事。
平成27年5月27日 18:49 東京・永田町の日本料理店「黒澤」。ジャーナリストの後藤謙次氏らと会食。
平成27年6月1日 19:05 東京・赤坂の中国料理店「赤坂飯店」。内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。
平成27年6月24日 19:19 東京・銀座の日本料理店「銀座あさみ」。時事通信の田崎史郎解説委員ら報道関係者と食事。
平成27年7月15日 18:44 東京・赤坂のそば店「三平」。老川祥一読売新聞グループ本社取締役最高顧問、洋画家の絹谷幸二さんらと食事。
平成27年7月22日 13:00 冨永洋一日本コミュニティ放送協会代表理事ら。
平成27年8月16日 18:03 同村の笹川陽平日本財団会長の別荘。日枝久フジテレビ会長、笹川会長らと食事。
平成27年8月17日 6:40 日枝久フジテレビ会長らとゴルフ。
平成27年8月17日 18:24 宴会場「メヌエット」で日枝フジテレビ会長、加藤勝信官房副長官、岸信夫自民党衆院議員らと食事。
平成27年8月26日 17:30 産経新聞社の太田英昭、清原武彦新旧会長。
平成27年9月8日 18:53 東京・内幸町の帝国ホテル。日本経済新聞社の喜多恒雄会長、岡田直敏社長らと食事。
平成27年11月16日 （現地時間１６日）午前、タイタニック・ホテルで同行記者団と懇談。
平成27年12月5日 19:06 東京・京橋の日本料理店「京都つゆしゃぶＣＨＩＲＩＲＩ」。時事通信の田崎史郎特別解説委員ら報道関係者と食事。
平成27年12月21日 13:40 産経新聞社の熊坂隆光社長、有元隆志政治部長、加藤達也前ソウル支局長。
平成27年12月24日 14:10 米ニューズ・コーポレーションのロバート・トムソン最高経営責任者（ＣＥＯ）。
平成27年12月25日 18:03 内閣記者会との懇談会。
平成28年1月8日 19:25 東京・赤坂の中国料理店「赤坂飯店」。報道各社の首相番記者と懇談。
平成28年1月20日 15:56 新聞・通信各社の論説委員らと懇談。16時２７分、在京民放各社の解説委員らと懇談。５０分、内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。
平成28年1月21日 18:55 東京・大手町の読売新聞東京本社ビル。渡辺恒雄・読売新聞グループ本社会長、橋本五郎・読売新聞東京本社特別編集委員ら報道関係者と食事。
平成28年1月29日 18:58 東京・飯田橋のフランス料理店「クラウンレストラン」で、時事通信社の西沢豊社長、田崎史郎特別解説委員、渡辺祐司編集局長、阿部正人政治部長と食事。
平成28年2月13日 19:16 東京・永田町の赤坂エクセルホテル東急。「赤坂ジパング」で、産経新聞社の阿比留瑠比論説委員、有元隆志政治部長らと会食。

平成28年2月19日（金）衆議院予算委員会／議員名　福島伸享　／出典　朝日新聞「首相動静」（平成24年12月26日～平成28年2月15日）をもとに福島伸享事務所作成　パネルの写し

安倍内閣総理大臣とマスコミ等との会食・懇談会等について


