
北海道・東北ブロック

北海道支部

川上　 悠 佐々木　博史 千葉　善吉 遠山　順一 岡部　正幸
杉山　任子 藤田　俊博 午来　治男 中山　浩章 上西　 洋
有間　博光 川口　 進 松井　俊一 前川　芳輝

青森県支部

三嶋　俊彦 一戸　誓人 四戸　利見 村林　正四郎 田中　映子

岩手県支部

遠藤　修世 平藤　美吉 髙橋　紀男 松岡　俊太郎 八重樫　理悦

宮城県支部

伊藤　瑞智 我妻　政勝 尾形　東喜子 猪狩　洋八郎 皆尾　義昭

秋田県支部

柳舘　清典 富樫　孝子 鈴木　静子 菊地　逸子 津田　幸久

山形県支部

中嶋　武司

福島県支部

吉田　政元 石塚　留蔵 吉川　勝彦 本山　秀毅 酒井　秀人

札幌市支部

佐々木　茂利 佐藤　 一 斉藤　禮孝 堀川　輝男 阪井　まり子
長内　たみ子

仙台市支部

田村　良弘 木村　宣彦



関東・甲信越ブロック

茨城県支部

中根　竹彦 海老根　明 斎田　　俊 城山　　昇 中根　　猛
橋本　　浄 逆井　忠雄 八木下　清

栃木県支部

高橋　　誠 鈴木　常敏 板橋　和三 内田　博通

群馬県支部

田子　忠重 関　　光雄 関口　秀男 大竹　勝己 赤岡　浩次
倉林　才夫 設楽　初美 小保方　晃 北爪　敬二 飯塚　光秀
入　　徳治 石附　一利

埼玉県支部

豊田　　馨

千葉県支部

髙橋　信孝 三枝　邦博 山崎　裕志 矢代　忠俊 菊地　幹夫
小林　定雄 林　　代吉 夫馬　春男

東京都支部

小島　純江 大坪　康明 渡辺　和信 渡邉　晃吉 畑田　　博
猪飼　信夫 針谷　正治 中島　文夫 寺内　　久 川口　誠一
三宅　尚子 織茂　章則 浦田　英都男 加藤　益義 目黒　秀信
紅林　　太 髙田　ルミ子 南雲　　優 中村　英輔 石橋　美雄
小此木　清次 尾崎　孝夫 金子　敏明

神奈川県支部

大谷　隆男 新倉　 進 二川　 勝 天利　幸一 鈴木　 清
小野　スミ子 山崎　保弘 野口　訓男 徳江　久次

新潟県支部

相馬　トシ子 羽生　敏光 原田　靖夫 渡邉　三郎 高野　喜代治
片桐　利子 林　　勉 高橋　義信 江部　久男 久保田　敏正
日下　正平 児玉　雄二 小田　倉一



山梨県支部

前島　敏彦

長野県支部

中田　賢一 中島　　茂 簑島　龍雄 小林　旬子 日下部　勇
甕　　昭利 遠藤　　潔 持田　正治 川島　克彦 長澤　儀友

さいたま市支部

東　　俊樹 髙橋　延幸

千葉市支部

岩本　　亮 平川　文生

横浜市支部

村下　八興 小山　節夫 矢澤　正芳 横田　恒夫

川崎市支部

城所　武雄 武田　悦夫 額見　淑子



東海・北陸ブロック

富山県支部

水腰　英文 早川　久嘉 井波　省仁 石川　喜隆

石川県支部

広瀬　 了 徳山　聰子

福井県支部

山内　健史 大西　哲夫 森　　修

岐阜県支部

信田　充康 早川　 保 玉森　良馨 田中　英二 田中　三雄
川上　東海男 河嶋　敏之

静岡県支部

関　　圭宏 山本　 正 斎藤　明満 村田　芳彦 長田　尚弥
稲葉　 修 松原　 仁 小島　明彦 戸塚　眞智子 堀住　澄雄
大石　一郎 桑原　好男 鈴木　祥道 神代　天典 清田　重吉
漢人　美博 竹内　一夫

愛知県支部

小島　久夫 山田　堆功 本多　敏子 坂口　文子 和田　きみ子
浅倉　康博 安藤　定夫 入野　裕次 城平　直人 滝脇　 寛

三重県支部

美濃　豊松 森﨑　喜久男 勝野　 弘     岡　繁雄 山門　公章
水谷　秀二 西川　忠男 岡田　靖夫 大川　くすみ 伊藤　義文

名古屋市支部

幅　　春久 藤村　和優 伊藤　茂久



近畿ブロック

滋賀県支部

南　　万寿夫

京都府支部

柿森　秀明 松久　敏夫 香村　 稔

大阪支部

冨永　輝夫 北川　雅文 吉村　梨花子 井澤　良孝

兵庫県支部

森下　秀行 古林　正康 中川　重之 石原　清和 中谷　浩臣

奈良県支部

西島　保次 横峯　浩二 豆田　和雄 川北　祥弘

和歌山県支部

松本　宜雄 西　　哉素史 神﨑　專行 田本　美喜子 中西　厚伸

京都市支部

上田　孝郎 髙田　伊佐男 小野　善三

神戸市支部

友藤　雅之 吹田　徹治



中・四国ブロック

鳥取県支部

秋山　森雄 田辺　純一

島根県支部

岡　　俊文 重富　俊雄 坂根　清春 潮　　　栄

岡山県支部

本間　健夫 笹埜　正彦 森永　一成 尾髙　由起子 金政　友子

広島県支部

久保田　幸夫 相原　章文 森　　正敏 山本　昌令

徳島県支部

徳島県

香川県支部

肥田　高成 徳田　安生 森　　 武

愛媛県支部

門脇　寛治 大山　長四郎 宇高　九重 宇都宮　敏和 鈴木　春清
山内　カツノ

高知県支部

高瀬　成浩 西村　公一 畠中　朝生 赤木　行雄 金澤　暁美

広島市支部

保田　正博



九州ブロック

福岡県支部

平野　夏代 松隈　隆和 栗野　 毅　

佐賀県支部

竹下　 賢 登尾　ふみえ 石戸　久雄

長崎県支部

中村　敏昭 山中　 木 柴田　純子 山口　成美 内田　 孝

熊本県支部

一美　俊克 栗原　章子 大島　政治 岩本　 正 平本　博信
田中　勝子

大分県支部

藤本　礼子 西村　孝子 小野　嘉之

宮崎県支部

竹本　政憲 谷之木　澄義 和田　昌敏 浜砂　盛光

鹿児島県支部

大竹　 悟 河原　勇司 古澤　博文

沖縄県支部

知念　千加子 玉城　 求 上運天美江子 上地　昌治 與那覇　洋

北九州市支部

髙松　大和 片多　広幸

福岡市支部

簑原　 博 安永　富士男


