
北海道・東北ブロック
北海道支部

名取　則夫 稲田　文雄 池下　昭弘 早川　達夫 小森　春雄
袴田　利春 川村　勝広 武田　敏雄 小泉　真 髙田　英実
横山　茂 松本　教之 佐々木則幸 相沢　喜幸

青森県支部
舘﨑　司 木村　裕一 下村　健治 小栗山正子 田中　裕造
中島　榮一 八木　秀男 阿部　大司 川村　豊 小山　正信
木地谷シキ

宮城県支部
阿部　久子 鈴木　清磨 加川　四男 泉　　正明 畑中　公子
関東　和子 山野川正治

秋田県支部
石川　博司 鈴木　博光 伊藤　國雄 深澤　禎彦

山形県支部
伊藤　誠一 阿部　秀雄

福島県支部
西山　幸雄 神山　修一 根本誠治郎 清野　宏一

札幌市支部
桐生とし江 上田　隆久 梅沢富士子 佐藤　喜博 西村　茂樹

仙台市支部
佐藤光三郎 佐伯　英夫

関東・甲信越ブロック
茨城県支部

竹中　俊夫 鈴木　稔 牧島　裕 大内　克郎 岡野　克幸
吉田　成行 小松崎　寿 中村　嵒

栃木県支部
關根　秀憲 上野　文男 宮越　猛 小松　勝男 笹崎　與一
多田　可一

群馬県支部
今井　兼則 鈴木　利政 新津　勇 小林　栄夫 瀧澤　良明
楜澤　正己 丸谷　春雄 吉川　和英 今泉　昭二 小泉　眞
鈴木　康之 宮寺　常雄 米山　誠郎

埼玉県支部
田島　晃 小澤　伸江 金子智恵子 梶　　正晴

千葉県支部
岡村　喜良 前橋　貴男 岡田　英雄 大木　房雄 岩崎　勝
御苑　進 藤島　光明 久保木春雄

東京都支部
傅　　健興 若井　侑 皆川　豊秋 樋口　敏郎 新倉　幸雄
榎本　榮一 金井　和宏 一寸木正夫 柴田　五郎 成瀬　憲明
藤原　雅彦 金子　康春 高橋ヒテヨ 堀籠　正己 宮崎　信子
中山八重子 小笠原広之 関谷　宗明 佐々木　登 山本　通陽
中村　和幸 桑名　重行 大堀　隆康 佐藤　茂雄 似内　行男

神奈川県支部
齋藤　藤雄 山本　茂 溝川　利則 宇佐美峯夫 志村　栄英
武井　保 紅林　秋男 渡辺　昇 大和　正臣

新潟県支部
水島　勉 小林　祐司 小栗　忠夫 石川　一徳 星　　勝美
木川　重和 大島　信男 青木　龍男 羽田　良一 平林　律子
中川　聖樹 菊池　幸二 坂井　勉

山梨県支部
若尾　武宏 平川　鐡男

長野県支部
倉澤　聖一 長﨑　万史 荻原　實 木下　領 下條　忠計
市東　一也 中島みえ子 松澤　健夫 河野　晴夫 須田　公男
     



さいたま市支部
川合　豊 福田　秀吉

千葉市支部
所　　一美 木達　満

横浜市支部
石井　裕子 八木　勇 茂木　勝幸 小堀　益男

川崎市支部
山形　哲雄 中村　和夫 澁野美枝子

東海・北陸ブロック
富山県支部

白川　孝一 石黒　稔 石坂　久雄 片口　博勝 原田　康弘
石川県支部

秦野　忠秋 矢田　紀彦
福井県支部

山下　英雄 田邉　憲弘
岐阜県支部

金武　浩 野村　紀夫 杉原　勝敏 堀　　旭 那須恵津美
斎藤　正憲 山田　惺一

静岡県支部
阪倉くに子 袴田みつ江 馬場　俊光 山崎多美枝 教誓　淳子
渡邊　力 佐野　三郎 佐野　清次 大武　幹雄 武島　政弘
池ノ谷政利 髙橋　典子 松下　義弘 鈴木　進 石本　壽美
島　　三修 景山　博人

愛知県支部
大野　年男 安達　忠男 太田　昇次 石川　一己 岡田　弘之
杉浦　信雄 榊原　重雄 胡桃　重二 鈴木　末次 神谷　悦夫

三重県支部
川戸　利之 伊藤一二三 芝野　正昭 森脇　秀彦 岩間　健二
長島　清 上田　悦子 田岡　牧夫 佐田　正俊

名古屋市支部
山田　良一 川浦　一男 村山　博志

近畿ブロック
滋賀県支部

山本　清蔵
京都府支部

辻村　均 望月　博 児玉　繁禎
大阪支部

苔縄　一光 楠根　伸子 池田　和年 北居　修身 立石　嶺𠮷
溝上　幸司 秦　　啓員 上田　健 山村　康幸 坂森　貞夫

兵庫県支部
正津　勝弘 平田　善彦 牛尾　雅一 青山　登 前田　正

奈良県支部
吉村　博 宝楽　義則 笹井　義幸 前田　昭

和歌山県支部
多飯田恭弘 岩澤　卓 中西　康雄 中野　政博

京都市支部
石丸　季男 松田　隆雄 山口　吉司

神戸市支部
中山　明 田原　良博



中・四国ブロック
鳥取県支部

西尾美耶子 加藤　保正 藤原　義典 三島　良徳 児玉　賢次
黒川民次郎 和田　満 好田　徹也 上川　一成

岡山県支部
小寺　貞文 浜野　正行 中川　和洋 武村　稔 髙原　宣隆
松岡　秀和

広島県支部
加藤　清奏 前本　国男 幾島　文江 新谷　健雄 立川　庸夫

山口県支部
志賀美智子 田中　康和

徳島県支部
五十嵐嘉弘 髙市　和恵

香川県支部
六車　一夫 佐藤　芳一 鎌野　隆

愛媛県支部
平岡　毅 神山治三郎 梶田多津子 豊田　紀子 内田　道明

高知県支部
浜田　洋一 穂﨑　忠寛 山脇　博 窪内　康人 真邊　博彦

広島市支部
西村　政晴

九州ブロック
福岡県支部

新井　勝夫 今村　好美 柏木　良太
佐賀県支部

真﨑　民男 井上　武雄 北川　弘文
長崎県支部

小宮　徳一 矢村　力 高野内　健 福田　聡 入口　好廣
熊本県支部

押田　照夫 霍川　溜 柏尾　光輝 藤本　敬二 坂口　一男
岩永　幸三

大分県支部
中尾　勝利 井上　伯雄 安道　貞信

宮崎県支部
新宮領　忠 奧野　頴子 松田　法夫 佐藤太志夫

鹿児島県支部
上野　俊和 若山　敏和 中村　周二 山口　英夫

沖縄県支部
宮平　清貞 諸見川純子 大城　明 普天間初子

北九州市支部
河内　年夫 加藤　敏隆

福岡市支部
上杉　稔 山田　信一


