
　●総会
版画作品番号

平成6年6月15日 第1回総会 ひょうご倶楽部
平成7年6月11日 第2回総会 ひょうご倶楽部
平成8年6月12日 第3回総会 ひょうご倶楽部
平成9年6月7日 第4回総会 ひょうご倶楽部 12
平成10年6月5～6日 第5回総会 共立女子大学 18
平成11年6月11～12日 第6回総会 共立女子大学 23
平成12年5月13～14日 第7回総会 長崎原爆資料館ホール 27
平成13年6月16日 第8回総会 共立女子大学 31
平成14年6月8日 第9回総会 共立女子大学 38
平成15年6月22日 第10回総会 学士会館 44
平成16年6月6日 第11回総会 学士会館 46
平成17年6月4日 第12回総会 愛知県中小企業センター 48
平成18年6月3日 第13回総会 学士会館 53
平成19年6月10日 第14回総会 学士会館 56
平成20年6月8日 第１５回総会 学士会館 62
平成21年5月24日 第１６回総会 学士会館 68
平成22年6月6日 第１７回総会 学士会館 72
平成23年6月5日 第18回総会 学士会館 75
平成24年6月10日 第19回総会 学士会館 79
平成25年6月9日 第20回総会 学士会館 84
平成26年6月8日 第21回総会 学士会館 88
平成27年6月7日 第22回総会 学士会館 92
平成28年6月5日 第23回総会 学士会館 94
平成29年6月4日 第24回総会 学士会館 97
平成30年6月22日 第25回総会 学士会館

　●記念集会（平成16年度より年次集会と名称を変更した）

平成6年12月4日 第1回記念集会 お茶の水スクエア
平成7年12月6日 第2回記念集会 お茶の水スクエア
平成8年12月7日 第3回記念集会 ひょうご倶楽部 10
平成9年12月13日 第4回記念集会 共立女子大学 16
平成10年12月12日 第5回記念集会 共立女子大学 21
平成11年12月11日 第6回記念集会 共立女子大学 26
平成12年12月9日 第7回記念集会 共立女子大学 30
平成13年12月8日 第8回記念集会 共立女子大学 36
平成14年12月14日 第9回記念集会 柴田書店ビル 42
平成15年12月6日 第10回記念集会 共立女子大学 45
平成16年12月5日 第11回年次集会 学士会館 47
平成17年12月3日 第12回年次集会 学士会館 52
平成18年12月10日 第13回年次集会 学士会館 55
平成19年12月9日 第14回年次集会 学士会館 59
平成20年12月6日 第15回年次集会 学士会館 67
平成21年12月6日 第16回年次集会 学士会館 71
平成22年11月28日 第17回年次集会 学士会館 73
平成23年12月3日 第18回年次集会 学士会館 78
平成24年12月1日 第19回年次集会 学士会館 83
平成25年12月1日 第20回年次集会 学士会館 87
平成26年12月7日 第21回年次集会 学士会館 91
平成27年12月12日 第22回年次集会 学士会館 93
平成28年12月10日 第23回年次集会 学士会館 96
平成29年12月3日 第24回年次集会 学士会館 98
平成30年12月2日 台25回年次集会 学士会館 100

　●理事会（事業計画に合わせ、随時年6、7回実施）

平成6年2月25日 ひょうご倶楽部
平成6年4月14日 共立女子大学
平成6年4月23日 第1回常任理事会 柴田書店
平成6年6月15日 第2回常任理事会 ひょうご倶楽部
平成6年7月22日 第3回常任理事会 共立女子大学
平成6年9月26日 第4回常任理事会 共立女子大学
平成7年1月9日 第5回常任理事会 共立女子大学
平成7年3月10日 第6回常任理事会 共立女子大学
平成7年4月21日 第7回常任理事会 共立女子大学
平成7年6月15日 ひょうご倶楽部
平成7年7月12日 第8回常任理事会 共立女子大学
平成7年9月1日 第9回常任理事会 共立女子大学
平成7年10月20日 第10回常任理事会 共立女子大学
平成7年12月6日 第11回理事会 お茶の水スクエア
平成8年1月17日 第12回常任理事会 共立女子大学

日本コーヒー文化学会設立25周年 回顧と展望（平成30年12月2日現在）



平成8年3月26日 第13回常任理事会 共立女子大学
平成8年5月15日 第14回常任理事会 共立女子大学
平成8年6月12日 お茶の水スクエア
平成8年7月24日 第15回常任理事会 共立女子大学
平成8年10月4日 第16回常任理事会 共立女子大学
平成8年12月7日 第17回理事会 ひょうご倶楽部
平成9年2月4日 第18回常任理事会 共立女子大学
平成9年4月4日 第19回常任理事会 共立女子大学
平成9年6月7日 第20回常任理事会 ひょうご倶楽部
平成9年8月20日 第21回常任理事会 共立女子大学
平成9年9月17日 共立女子大学（懇談会）
平成9年10月15日 第22回常任理事会 共立女子大学
平成9年12月13日 第23回理事会 共立女子大学
平成10年1月20日 共立女子大学（準備会）
平成10年1月26日 第24回常任理事会 共立女子大学
平成10年3月17日 第25回常任理事会 共立女子大学
平成10年4月28日 共立女子大学（準備会）
平成10年5月18日 第26回常任理事会 共立女子大学
平成10年6月5日 第27回理事会 共立女子大学
平成10年7月29日 第28回常任理事会 共立女子大学
平成10年10月21日 第29回常任理事会 共立女子大学
平成10年12月12日 第30回理事会 共立女子大学
平成11年2月23日 第31回常任理事会 共立女子大学
平成11年4月13日 第32回常任理事会 共立女子大学
平成11年6月11日 第33回理事会 共立女子大学
平成11年7月27日 第34回常任理事会 共立女子大学
平成11年10月13日 第35回常任理事会 共立女子大学
平成11年12月11日 第36回理事会 共立女子大学
平成12年2月15日 第37回常任理事会 共立女子大学
平成12年4月20日 第38回常任理事会 共立女子大学
平成12年5月13日 第39回理事会 長崎パークサイドホテル
平成12年8月2日 第40回常任理事会 共立女子大学
平成12年10月24日 第41回常任理事会 共立女子大学
平成12年12月9日 第42回理事会 共立女子大学
平成13年2月19日 第43回常任理事会 共立女子大学
平成13年4月20日 第44回常任理事会 共立女子大学
平成13年6月16日 第45回理事会 教育会館
平成13年8月6日 第46回常任理事会 共立女子大学
平成13年10月15日 第47回常任理事会 共立女子大学
平成13年12月8日 第48回理事会 教育会館
平成14年2月18日 第49回常任理事会 共立女子大学
平成14年4月22日 第50回常任理事会 共立女子大学
平成14年6月8日 第51回理事会 共立女子大学
平成14年8月2日 第52回常任理事会 共立女子大学
平成14年10月7日 第53回常任理事会 共立女子大学
平成14年12月14日 第54回理事会 柴田書店ビル
平成15年2月24日 第55回常任理事会 共立女子大学

平成15年4月14日 第56回常任理事会 共立女子大学

平成15年6月22日 第57回理事会 学士会館

平成15年8月6日 第58回常任理事会 共立女子大学

平成15年10月6日 第59回常任理事会 共立女子大学

平成15年12月6日 第60回理事会 共立女子大学

平成16年2月16日 第61回常任理事会 共立女子大学

平成16年4月12日 第62回常任理事会 学士会館

平成16年6月6日 第63回理事会 学士会館

平成16年8月5日 第64回常任理事会 学士会館

平成16年10月5日 第65回常任理事会 学士会館

平成16年12月5日 第66回理事会 学士会館

平成17年2月22日 第67回常任理事会 学士会館

平成17年4月11日 第68回常任理事会 学士会館

平成17年6月4日 第69回理事会 愛知県中小企業センター

平成17年8月1日 第70回常任理事会 学士会館

平成17年10月3日 第71回常任理事会 学士会館

平成17年12月3日 第72回理事会 学士会館

平成18年2月6日 第73回常任理事会 学士会館

平成18年4月17日 第74回常任理事会 学士会館

平成18年6月3日 第75回理事会 学士会館

平成18年8月8日 第76回常任理事会 学士会館

平成18年10月10日 第77回常任理事会 学士会館

平成18年12月10日 第78回理事会 学士会館

平成19年2月23日 第79回常任理事会 学士会館

平成19年4月6日 第80回常任理事会 学士会館

平成19年6月10日 第81回理事会 学士会館

平成19年8月9日 第82回常任理事会 東京八重洲ホール

平成19年10月8日 第83回常任理事会 学士会館

平成19年12月9日 第84回理事会 学士会館

平成20年2月26日 第８５回常任理事会 学士会館



平成20年4月14日 第８６回常任理事会 学士会館

平成20年6月8日 第８７回理事会 学士会館

平成20年8月6日 第８８回常任理事会 学士会館

平成20年10月20日 第８９回常任理事会 学士会館

平成20年12月6日 第９０回理事会 学士会館
平成21年2月24日 第９１回常任理事会 学士会館
平成21年5月24日 第９２回理事会 学士会館
平成21年8月5日 第９３回常任理事会 学士会館
平成21年10月19日 第９４回常任理事会 東京八重洲ホール
平成21年12月6日 第95回理事会 学士会館
平成22年2月22日 第96回常任理事会 学士会館
平成22年4月8日 第９７回常任理事会 東京八重洲ホール
平成22年6月6日 第９８回理事会 学士会館
平成22年8月5日 第９９回常任理事会 学士会館
平成22年9月28日 第１００回常任理事会 学士会館
平成22年11月28日 第１０１回理事会 学士会館
平成23年2月24日 第102回常任理事会 学士会館
平成23年4月13日 第103回常任理事会 学士会館
平成23年6月5日 第104回理事会 学士会館
平成23年8月3日 第105回常任理事会 学士会館
平成23年10月5日 第106回常任理事会 学士会館
平成23年12月5日 第107回理事会 学士会館
平成24年2月20日 第108回常任理事会 学士会館
平成24年4月11日 第109回常任理事会 東京八重洲ホール
平成24年6月10日 第110回理事会 学士会館
平成24年8月7日 第111回常任理事会 学士会館
平成24年9月27日 第112回常任理事会 学士会館
平成24年12月1日 第113回理事会 学士会館
平成25年2月5日 第114回常任理事会 学士会館
平成25年4月5日 第115回常任理事会 学士会館
平成25年6月9日 第116回理事会 学士会館
平成25年8月23日 第117回常任理事会 学士会館
平成25年10月7日 第118回常任理事会 学士会館
平成25年12月1日 第119回理事会 学士会館
平成26年2月25日 第120回常任理事会 学士会館
平成26年4月4日 第121回常任理事会 学士会館
平成26年6月8日 第122回理事会 学士会館
平成26年8月7日 第123回常任理事会 東京八重洲ホール
平成26年10月10日 第124回常任理事会 学士会館
平成26年12月7日 第125回理事会 学士会館
平成27年2月26日 第126回常任理事会 学士会館
平成27年4月8日 第127回常任理事会 学士会館
平成27年6月7日 第128回理事会 学士会館
平成27年8月10日 第129回常任理事会 学士会館
平成27年10月6日 第130回常任理事会 学士会館
平成27年12月12日 第131回理事会 学士会館
平成28年2月12日 第132回常任理事会 学士会館
平成28年3月30日 第133回常任理事会 学士会館
平成28年6月5日 第134回理事会 学士会館
平成28年8月3日 第135回常任理事会 学士会館
平成28年9月27日 第136回常任理事会 学士会館
平成28年12月10日 第137回理事会 学士会館
平成29年2月16日 第138回常任理事会 学士会館
平成29年4月5日 第139回常任理事会 学士会館
平成29年6月4日 第140回理事会 学士会館
平成29年8月9日 第141回常任理事会 学士会館
平成29年9月22日 第142回常任理事会 学士会館
平成29年12月3日 第143回理事会 学士会館
平成30年2月7日 第144回常任理事会 学士会館
平成30年4月2日 第145回常任理事会 学士会館
平成30年6月3日 第146回理事会 学士会館
平成30年8月2日 第147回常任理事会 学士会館
平成30年10月5日 第148回常任理事会 学士会館
平成30年12月2日 第149回理事会 学士会館

　●支部

平成8年9月15日 青森支部設立 7
平成9年6月18日 九州支部設立(平成22年に分割） 13
平成11年10月17日 茨城支部設立 25
平成18年10月7日 福井支部設立



平成21年6月2日 金沢支部設立 69
平成22年5月15日 九州南支部設立
平成22年5月15日 九州北支部設立
平成25年10月24日 群馬支部設立 86

　●コーヒーを楽しむ会

平成6年4月23日 東京 柴田書店
平成6年5月7日 弘前 市民ホール
平成6年10月1日 大阪 辻調理師専門学校
平成6年11月16日 名古屋 ノリタケクラフトセンター
平成7年3月17～18日 長崎 長崎プリンスホテル 1
平成7年9月22～23日 福岡 アクロス福岡 3
平成7年9月30日 松山 ゴールドビル松山 4
平成7年11月19日 水戸 常用芸文センターアリーナ 5
平成8年10月13日 大分 クアージュゆふいん 8
平成8年11月3日 鹿児島 稲森会館 9
平成9年6月18日 福岡 アクロス福岡
平成9年7月6日 北海道 時計台ガーデン倶楽部 14
平成9年11月23日 水戸 水戸市民会館
平成10年3月10日 名古屋 富士コーヒー研修センター 17
平成10年7月12日 神戸 ＵＣＣコーヒー博物館 19
平成11年3月14日 大分 大分市OASISひろば２１ 22
平成11年6月20日 群馬 榛名町文化センター 24
平成11年10月17日 水戸 茨城大学
平成12年6月3日 水戸 茨城大学
平成12年7月8～9日 津軽 黒石市 青荷温泉、他 28
平成12年10月7日 つくば 東京家政学院筑波女子大学 29
平成13年6月23日 水戸 常陽藝文センター 32
平成13年9月9日 新潟 新潟市西新潟市民会館 33
平成13年10月6日 松戸 森のホール21(松戸市文化会館) 34
平成13年10月13日 珈琲と文学を楽しむ会 筑波ハム
平成13年11月10日 岐阜 岐阜市・珈琲屋さむ 35
平成14年6月15日 水戸 茨城大学
平成14年7月14日 福岡 中村学園大学 39
平成14年11月2～3日 津軽 成田専蔵珈琲、寿々炉本店茶室 40
平成14年11月10日 徳島 大塚ヴェガホール 41
平成15年1月26日 薩摩 歴史資料センター黎明館 43
平成15年11月15日 大阪 辻調理師専門学校
平成16年3月27日 水戸 茨城大学
平成16年10月24日 水戸 常陽藝文センター
平成17年3月27日 青森 弘前総合学習センター
平成17年7月3日 水戸 常陽藝文センター 49
平成17年11月6日 筑波 筑波学院大学 51
平成18年3月21日 青森 弘前総合学習センター
平成18年5月21日 水戸 常陽藝文センター
平成18年10月7日 福井 福井県立図書館 54
平成18年11月26日 桑名 カフェ　メープルガーデン
平成19年3月10日 筑波 ㈱つくば研究支援センター
平成19年3月25日 青森 弘前総合学習センター
平成19年6月30日 水戸 常陽藝文センター 57
平成19年9月6日 各務原 珈琲工房ひぐち 58
平成19年11月10日 鹿児島 鹿児島国際大学
平成20年3月23日 神戸 神戸ポートピアホテル 61
平成20年3月23日 福岡 警固神社 60
平成20年3月30日 青森 弘前総合学習センター
平成20年6月28日 水戸 常陽藝文センター 63
平成20年10月11日 福井 福井新聞社 64
平成20年10月18日 福岡 警固神社 65
平成20年11月8日 豊橋 豊橋商工会議所 66
平成20年11月29日 つくば ㈱つくば研究支援センター
平成21年3月22日 青森 弘前総合学習センター
平成21年6月2日 金沢 金沢市アートホール
平成21年6月21日 水戸 常陽藝文センター 70
平成22年1月23日 金沢 金沢勤労者プラザ
平成22年3月13日 金沢 金沢勤労者プラザ
平成22年3月21日 青森 弘前総合学習センター
平成22年5月23日 金沢 パーク獅子吼
平成22年6月11日 西宮 ヒロコーヒー
平成22年6月20日 水戸 常陽藝文センター
平成22年10月3日 神戸 ポートピアホテル
平成22年10月10日 札幌 札幌エルプラザ
平成23年1月29日 福井 福井新聞社 74
平成23年4月20日 金沢 金沢市アートホール
平成23年7月3日 大分 大分合同新聞社 76



平成23年8月17日 各務原 中部学院大学
平成23年10月2日 広島 グランドプリンスホテル広島 77
平成24年3月25日 青森 弘前総合学習センター
平成24年7月1日 水戸 常陽藝文センター 80
平成24年7月22日 札幌 札幌エルプラザ
平成24年10月10日 西宮 西宮市営フレンテホール 81
平成24年11月1日 韓国 釜山芸術大学
平成24年11月18日 島根 カフェロッソ 82
平成25年2月9日 金沢 しいのき迎賓館
平成25年2月16日 鹿児島 鹿児島国際大学
平成25年2月19日 高崎 大和屋高崎本店
平成25年3月24日 青森 弘前学院大学
平成25年6月23日 水戸 常陽藝文センター 85
平成25年9月22日 札幌 札幌エルプラザ
平成25年10月8日 大阪 阪急うめだ本店
平成25年10月24日 高崎 高崎シティーギャラリー 86
平成26年3月30日 青森 弘前総合学習センター
平成26年5月24日 金沢 金沢学生のまち市民交流会館
平成26年6月22日 水戸 常陽藝文センター 89
平成26年6月～8月 福井 コスモポリタンカフェ他
平成26年9月27日 高崎 高崎シティーギャラリー 90
平成26年10月6日 大阪 阪急うめだ本店
平成26年11月24日 札幌 札幌エルプラザ
平成26年12月13日 熊本 熊本公徳会カルチャーセンター
平成27年2月18日 金沢 金沢市アートホール
平成27年3月22日 青森 弘前総合学習センター
平成27年6月21日 水戸 常陽藝文センター
平成27年7月～9月 福井 コスモポリタンカフェ他
平成27年9月12～13日 浜田 島根県立大学
平成27年9月18日 仙台 せんだいメディアテーク
平成27年10月3日 福岡 珈琲美美
平成27年10月14日 大阪 阪急うめだ本店
平成27年10月31日 天草 天草市民センター
平成28年1月10日 札幌 札幌エルプラザ
平成28年3月21日 丸亀 丸亀市生涯学習センター
平成28年6月26日 水戸 常陽藝文センター 95
平成28年8月～10月 福井 コスモポリタンカフェ
平成28年10月13日 大阪 阪急うめだ本店
平成28年11月3日 天草 天草市民センター
平成29年3月19日 金沢 しいのき迎賓館
平成29年3月26日 青森 弘前大学創立50周年記念館
平成29年5月28日 札幌 札幌エルプラザ
平成29年6月25日 水戸 常陽藝文センター
平成29年9月28日 大阪 阪急うめだ本店
平成29年10月～11月 福井 コスモポリタンカフェ
平成29年12月2日 福岡 警固神社
平成30年6月24日 水戸 常陽藝文センター
平成30年9月23日 札幌 札幌エルプラザ
平成30年10月4日 大阪 東急REIホテル
平成30年10月21日 福井 福井県国際交流会館

※日本コーヒー文化学会「事業委員会」と各地域の実行委員とが協力し、それぞれローカル色
豊かな環境の中で、「楽しむ会」を成功させた。

　●ＪＣＳセミナー

平成7年5月13日 第1回　ｲﾝｽﾀﾝﾄ･ｺｰﾋｰ 柴田書店 2
平成8年6月29日 第2回　ｺｰﾋｰ焙煎・抽出技術 共立女子大学 6
平成9年3月22日 第3回　ｺｰﾋｰのいれ方を楽しむ 共立女子大学 11
平成9年8月2日 第4回　手作りｺｰﾋｰの楽しみ 辻製菓専門学校 15
平成10年11月8日 第5回　コーヒーノキ 能古夢珈琲園 20
平成11年11月14日 コーヒーとお茶の比較文明 長崎原爆資料館ホール
平成14年5月18日 ｺｰﾋｰｾﾐﾅｰｉｎ東京 柴田書店 37



平成16年11月14日 SCAAﾆｭｰカッピングフォームセミナー 司厨士会館
平成17年7月16日 日本の自家焙煎を切り開いた男たち ひょうご倶楽部 50
平成19年8月2日 ガテマラコーヒーセミナー 東京ビッグサイト
平成19年10月2日 コロンビアコーヒーセミナー コロンビア大使館
平成20年10月16日 カルチャーセミナー 東京ビッグサイト
平成21年10月18日 「焙煎」って何だ！ 珈琲美美
平成22年2月20日 焙煎のこつ 珈琲　蘭館
平成22年4月4日 焙煎の科学 警固神社

※「楽しむ会」のもうひとつの路線、やや専門的な知識･技術の研究のためのセミナー。

　●フォーラム

平成12年5月13～14日 長崎・出島珈琲ﾌｫｰﾗﾑ 長崎原爆資料館ﾎｰﾙ、他

　●コーヒーツアー

平成14年11月2～8日 ﾊﾜｲ･ｺｰﾋｰ研修ﾂｱｰ ﾊﾜｲ島ｺﾅ、他
平成16年4月20～28日 SCAA大会参加ツアー ﾆｭｰﾖｰｸ、ｱﾄﾗﾝﾀ他
平成17年1月11日～23日 モカ・コーヒー視察ツアー エチオピア、イエメン
平成17年4月15日～20日 SCAA大会参加ツアー シアトル
平成18年4月5日～11日 SCAA大会参加ツアー ﾆｭｰﾖｰｸ、ｼｬｰﾛｯﾄ
平成18年11月5日～10日 ﾊﾜｲ･ｺｰﾋｰ研修ﾂｱｰ ﾊﾜｲ島ｺﾅ、他
平成19年5月4日～9日 SCAA大会参加ツアー ﾛﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ、ｼｱﾄﾙ

　●「日本コーヒー文化学会ニュース」の発行（年3回）

平成6年3月31日 創刊号 平成19年2月28日 第41号
平成6年6月15日 第2号 平成19年6月10日 第42号
平成6年9月20日 第3号 平成19年9月5日 第43号
平成7年4月10日 第4号 平成20年3月15日 第44号
平成7年6月15日 第5号 平成20年6月8日 第45号
平成7年9月20日 第6号 平成20年9月10日 第46号
平成8年3月25日 第7号 平成21年3月15日 第47号
平成8年6月12日 第8号 平成21年5月24日 第48号
平成8年9月15日 第9号 平成21年9月30日 第49号
平成9年3月30日 第10号 平成22年3月15日 第50号
平成9年6月5日 第11号 平成22年6月6日 第51号
平成9年10月30日 第12号 平成22年10月10日 第52号
平成10年3月30日 第13号 平成23年3月20日 第53号
平成10年6月5日 第14号 平成23年6月5日 第54号
平成10年10月15日 第15号 平成23年9月15日 第55号
平成11年3月10日 第16号 平成23年3月25日 第56号
平成11年6月10日 第17号 平成24年6月10日 第57号
平成11年10月10日 第18号 平成24年9月5日 第58号
平成12年3月15日 第19号 平成25年2月15日 第59号
平成12年7月5日 第20号 平成25年6月9日 第60号
平成12年9月15日 第21号 平成25年9月5日 第61号
平成13年3月25日 第22号 平成26年3月20日 第62号
平成13年6月15日 第23号 平成26年6月8日 第63号
平成13年8月31日 第24号 平成26年9月10日 第64号
平成13年12月8日 第25号 平成27年3月15日 第65号
平成14年3月31日 第26号 平成27年6月7日 第66号
平成14年6月8日 第27号 平成27年9月15日 第67号
平成14年10月15日 第28号 平成28年3月10日 第68号
平成15年3月31日 第29号 平成28年6月5日 第69号
平成15年6月22日 第30号 平成28年9月10日 第70号
平成15年10月20日 第31号 平成29年3月10日 第71号
平成16年3月30日 第32号 平成29年6月4日 第72号
平成16年6月6日 第33号 平成29年9月10日 第73号
平成16年10月15日 第34号 平成30年3月10日 第74号
平成17年2月20日 第35号 平成30年6月3日 第75号
平成17年6月4日 第36号 平成30年9月5日 第76号
平成17年10月20日 第37号
平成18年2月5日 第38号
平成18年6月3日 第39号
平成18年9月10日 第40号

　●学会誌「コーヒー文化研究」の発行（年1回）

平成6年12月3日 創刊号 平成19年12月9日 第14号
平成7年12月7日 第2号 平成20年12月6日 第15号
平成8年12月7日 第3号 平成21年12月6日 第16号
平成9年12月13日 第4号 平成22年11月28日 第１７号
平成10年12月12日 第5号 平成23年12月3日 第18号
平成11年12月11日 第6号 平成24年12月1日 第19号
平成12年12月9日 第7号 平成25年12月1日 第20号
平成13年12月8日 第8号 平成26年12月7日 第21号



平成14年12月14日 第9号 平成27年12月12日 第22号
平成15年12月6日 第10号 平成28年12月10日 第23号
平成16年12月5日 第11号 平成29年12月3日 第24号
平成17年12月3日 第12号 平成30年12月2日 第25号
平成18年12月10日 第13号

　●書籍の発行

平成13年12月15日 コーヒーの事典
平成20年6月8日 珈琲版画集
平成25年6月9日 日本コーヒー文化学会20周年記念誌

＊右端欄の版画番号は、各イベントの参加記念として配付した奥山常任理事作コーヒー版画の作品番号。
　　各作品のタイトルは、次ページからの一覧をご参照下さい。


