
北海道・東北ブロック
北海道支部

大島　謙一 日野　力夫 高橋　登 白石　勝美 中山　孝之
松田　秀美 三井　多輝子 森　重夫 吉田　英治 宮崎　統
貞広　隆司

青森県支部
小形　有里 小松　勝男 相馬　信弘 松尾　宗橘

岩手県支部
佐藤　弘子 吉田　次男 畑山　進 千葉　とき子 坂本　二
三河　邦彦

宮城県支部
亀井　昭 松本　進 村上　敏昭 四竃　健彦 樫崎　希之

秋田県支部
菊地　伸一 上田　義雄 齋藤　敦子 佐々木　隆一 佐々木　孝

福島県支部
安藤　保雄 根本　光男 五十嵐　功

札幌市支部
和田山　徹 長谷川　さつき 紺野　志朗 遠藤　恵美子

関東・甲信越ブロック
茨城県支部

田中　善夫 浅野　源 渡辺　十九夜 橋本　佳之 内田　多賀夫
小菅　利夫 高野　寛之 吉田　貞夫 中山　功

栃木県支部
新井　俊一 薄根　伸一 渡邊　美惠子 鈴木　愛明 金子　忍

群馬県支部
松浦　信正 村岡　英男 萩原　重利 今井　和久 広瀬　英男
村端　初子 風間　武司 倉　　　昭 野澤　均 中野　哲雄
牛久保　和男 村上　悟 花垣　秀雄

埼玉県支部
田沼　三雄 白井　省二

千葉県支部
江澤　賢治 遠藤　貢司 仙波　憲康 上野　一雄 大塚　惣一
塚本　正雄 飯山　茂夫 宿谷　隆良 片野　政人

東京都支部
石田　朝男 鈴木　きよ子 青木　稔 両　 　昌子 浅井　雄一
小島　秀介 伊佐　弥吉 田中　一 牛山　琉詞 平林　克康
香山　悟 佐藤　光明 松井　康子 濱野　榮 折原　和男
丸山　恵子 中丸　昭男 小林　宏壽 永濱　文弥 早川　繁夫
竹井　武雄 中村　純道 山下　則子

神奈川県支部
櫻井　忠 柳　　　一男 鈴木　昭治 林崎　倫夫 中村　秋夫
黒木　弘行 伊藤　滋直 鰺坂　友子 杉山　儀和

新潟県支部
羽田　幸二 安澤　宏 佐々木　敏明 大倉　英雄 小川　寿彦
猪川　宏一 野口　聡 前島　洋一 斉藤　恵美子 大野　博
磯貝　喜作 奈良橋　常久 名畑　宏司 伊藤　三男 田沼　幸一

山梨県支部
武川　親行

長野県支部
柳平　康子 宮澤　久和 萩元　郁夫 桜井　寿美 兵藤　英人
赤羽　強志 山﨑　肇 井上　泰孝 小井𡈽𡈽　良安 三井　喜実雄
清水　禎夫 小井土　文仁

さいたま市支部
大久保　忠直 髙際　伸光

千葉市支部
池　　　克典

横浜市支部



笹川　邦義 井上　龍太郎 澤村　正史
川崎市支部

松原　康夫 瀬戸　幸子 鈴木　大輔

東海・北陸ブロック
富山県支部

中谷　與作 梅島　哲雄 島林　元明 新保　幸夫 加納　豊
窪田　信行

石川県支部
杉平　淳一 中谷　正

福井県支部
上坂　純一 西　　　広一 中野　清秀

岐阜県支部
左髙　博 青山　三郎 金森　美子 高田　禮三 澤村　政二
安藤　操 苅安　源佐 木方　慶一

静岡県支部
長澤　雅代 山本　弘 日下部　貞子 湯川　矩男 西島　芳春
多田　昌司 勝又　昭 栗原　一正 佐野　勝美 岡田　茂
田辺　行夫 門奈　　一 大石　晴之 秋山　興二 平山　三喜男
髙柳　和孝 新木　重信 杉山　恭一

愛知県支部
渡辺　勝吉 山本　満秋 後藤　友之進 水野　俊弘 佐野　政亮
酒井　義勝 山本　恵三 佐久間　章郎 大須賀　廣彦 関谷　桂子

三重県支部
松井　夘之吉 濱田　博正 坂野　治通 世古　勝彦 池田　毅
須賀谷　春男 西本　忠義 小島　和也

名古屋市支部
関山　和重 佐藤　誠

近畿ブロック
滋賀県支部

徳村　昭
京都府支部

中澤　好仁 小川　修司 柿下　進
大阪支部

中塚　正博 山本　衣得 雪本　真更

兵庫県支部
西木　久行 廣田　文彦 大山　信夫

奈良県支部
桑元　文枝 安井　弘訓 竹西　多香子

和歌山県支部
平松　弘之 濱　愛子 丸山　ゆかり 根来　明弘

京都市支部
松岡　啓史 山本　雄二 織田　良幸

神戸市支部
林　　　攸樹

中・四国ブロック
島根県支部

井谷　憲治 山本　俊夫 福田　博次 飯田　真吾 谷本　武
岡山県支部

小林　勲 加地　春光 田中　一子 丸田　栄子 影山　昭夫
江草　昌平 福島　克己



広島県支部
沖繁　健一 樋口　真司 平井　清之 江後　進

山口県支部
松田　健司

徳島県支部
吉本　直弘 宮内　幸子

香川県支部
池田　幹夫 大島　哲夫 秋山　史郎

愛媛県支部
神谷　竹則 栗坂　敦子 仁木　保彦 浅野　純一 高橋　木一

高知県支部
菱田　征夫 池田　美代 那須　静枝 宮本　久男 小松　利恵

広島市支部
戸田　順子

九州ブロック
福岡県支部

後藤　節子 村岡　康隆 三宮　法子
佐賀県支部

大串　高志 脇山　富雄 前田　義孝
長崎県支部

市川　敬太 田中　安幸 鴨川　アキ子 中村　貞昭 山崎　逸子
熊本県支部

下村　浩 関屋　絋三 栗山　伸也 木村　勝吉 松永　久米輝
黒木　長丸 船辺　修

大分県支部
大久保　利美 柴川　房代 矢野　純治

宮崎県支部
坂元　忠雄 押方　章憲 橋口　勉

鹿児島県支部
新村　道治 荒木　祥子 久保　正昭

沖縄県支部
照屋　和子 比嘉　惠 上運天　恵美 大宜見　剛

北九州市支部
渡邉　悌志

福岡市支部
阪本　英治 吉本　清


	all

