全 国 理 事 名 簿
ＮＯ都道府県 氏 名
学校名
1 北海道 三戸 奉幸 札幌市立新川中央小学校

2

3

事務局

猪股 嘉洋 札幌市立新陵小学校

006-0806 札幌市手稲区新発寒６条６－３－１

青 森

藤田 浩司 八戸市立北稜中学校

03９-1161 八戸市河原木字八太郎山１０－１３９

事務局

伊崎 己治 八戸市立白銀南中学校

03１-0833 八戸市大久保字生平１

岩 手

小山田秀次 盛岡市立仁王小学校

020-00１５ 盛岡市本町通２－１８－１

事務局
4

〒
所在地
001-0923 札幌市北区新川3条３－２－１

宮 城

佐藤 淳

盛岡市立小出小学校

嶋中 直幸 柴田町立槻木小学校

02８-４１３４ 盛岡市下田字仲平59-36
989-1758 柴田郡柴田町槻木駅西２－１４－１

事務局 杉浦誠一郎 角田市立藤尾小学校

98１-1501 角田市藤田字梶内５１－２

5

秋 田 東海林

010-0051 秋田市下北手松崎字谷﨑２０２－１

6

山 形

三木 弥生 上山市立上山小学校

999-3154 上山市元城内5-5

7

茨 城

廣澤 淳子 結城市立上山川小学校

307-0021 結城市上山川３３８８

8

栃 木

9

群 馬

敏 秋田市立下北手小学校

礒 弘子

宇都宮市立岡本小学校

329-1105 宇都宮市中岡本町2623

大谷登志雄 伊勢崎市立境小学校

370-0１24 伊勢崎市境５１５

10 埼 玉

小林 松司 桶川市立桶川東小学校

363-00１8 桶川市坂田西１－７－１

事務局

田野 信哉 新座市立大和田小学校

352-0004 新座市大和田1-1-30

望戸千恵美 市川市立中山小学校

272-0813 市川市中山１－１－５

11 千 葉
事務局
12 東 京

林 浩明

千葉市立小倉小学校

喜多 好一 江東区立豊洲北小学校

264-0006 千葉市若葉区小倉台５－１－１
135-0061 江東区豊洲３－６－１

事務局

小林 繁

渋谷区立臨川小学校

150-0012 渋谷区広尾１－９－１７

13 神奈川

伴 英子

横浜市立伊勢山小学校

245-0023 横浜市泉区和泉中央南２－２７－１

14 山 梨

古屋 真吾 山梨市立笛川中学校

404-0013 山梨市牧丘町窪平１１００

15 長 野

角田 玲子 坂城町立坂城小学校

389-0601 埴科郡坂城町坂城６２２７

16 新 潟

江口 滋

新潟市立鏡淵小学校

951-8131 新潟市中央区白山浦1-207-3
265-4112

電話・FAX
011-761-1511
761-9607
011-682-8412
682-8430
0178-28-0525
21-1192
0178-33-6670
32-1030
019-623-4214
623-4216
019-683-2350
683-1419
0224-56-1029
56-4617
0224-63-1149
63-0364
018-832-7220
837-7932
023-672-1400
672-3002
0296-35-0225
35-4521
028-673-1831
673-9342
0270-74-0036
74-3914
048-728-3886
728-6718
048-477-2021
482-6787
047-335-2711
335-2712
043-231-0908
232-9952
03-3533-9862
3353-9863
03-3441-3012
3443-5870
045-804-1691
805-4096
0553-35-2204
35-3110
0268-82-3161
82-3162
025-265-4111
265-4112

ＮＯ都道府県 氏 名
学校名
17 富 山 神谷 一男 富山市立古里小学校
18 石 川

小島

勝 金沢市立三馬小学校

〒
所在地
939-2603 富山市婦中町羽根４３
921-8164 金沢市久安６ー１５４

19 福 井

小杉真一郎 福井市立足羽小学校

918-8007 福井市足羽３－１－１

20 岐 阜

小竹 康一 大垣市立宇留生小学校

503-0032 大垣市熊野町１１７１

21 静 岡

鈴木 崇正 静岡市立清水有度第二小学校

424-0885 静岡市清水区草薙杉道３－１９－１

事務局
22 愛 知

石川 誠

静岡県校長会事務局

山中 信子 美浜町立河和小学校

420-0856 静岡市葵区駿府町1-12
静岡県教育会館
470-2404 知多郡美浜町大字河和字古屋敷124

23 名古屋市 大塚有紀子 名古屋市立黒石小学校

458-0003 名古屋市緑区黒沢台２－１５３３

24 三 重

米川 寿美 鈴鹿市立鈴峰中学校

519-0314 鈴鹿市長澤町１８６７－１

中原

519-0152 亀山市本丸町５８５

事務局

博 亀山市立亀山西小学校

25 滋 賀

磯田 典利 東近江市立能登川西小学校

521-1235 東近江市伊庭町２８８５

26 京 都

市橋 純子 木津川市立恭仁小学校

619-1106 木津川市加茂町例幣仲切３１－３２

東山 憲行 宮津市立吉津小学校

629-2251 宮津市字須津１６００

27 京都市

石田 和三 京都市立岩倉南小学校

606-0010 京都市左京区岩倉北四ノ坪町３３

28 大 阪

山森

篤 松原市立松原小学校

580-0015 松原市新堂２－６８３－２

29 奈 良

福塚

裕 五條市立五條東小学校

637-0004 五條市今井町１１５３

事務局

事務局
30 和歌山
事務局

平尾 眞実 奈良市立三碓小学校

631-0046 奈良市西千代ケ丘１－２０－９

古谷 友宏 和歌山市立明和中学校

641-0012 和歌山市紀三井寺８３２－１

西畑

640-0343 和歌山市江南２３９

徹 和歌山市立安原小学校

31 兵 庫 玉田 尚美

加古川市立平岡北小学校

675-0101 加古川市平岡町新在家１３２７－１

32 神戸市 中内 正人

神戸市立原田中学校

657-0842 神戸市灘区船寺通２－４－１

33 鳥 取

河上 照雄 鳥取市立湖南学園

680-1443 鳥取市六反田１－５

34 島 根

河井 克典 松江市立中央小学校

690-0002 松江市大正町３９８

事務局

成相 和広 松江市立秋鹿小学校

690-0262 松江市岡本町９９２－１

35 岡 山

森川 靖志 岡山市立富山中学校

703-8261 岡山市中区海吉１４６２－５

電話・FAX
076-469-2431
469-4495
076-243-2261
243-2262
0776-35-3804
35-0654
0584-91-1022
91-1064
054-345-2391
345-2392
054-251-4811
251-4812
0569-82-0047
82-0610
052-876-5131
876-9936
059-371-0023
371-0047
0595-82-0139
82-8720
0748-42-0139
42-1201
0774-76-2103
76-8230
0772-46-2201
46-0780
075-791-3207
072-332-7000
332-7052
0747-22-2515
22-7885
0742-47-1546
47-3079
073-444-1207
444-3715
073-479-0049
479-2566
079-425-0260
425-0261
078-861-0431
861-0432
085７-5７-0021
54-0429
0852-27-2700
21-3733
0852-88-2007
88-3156
086-277-2812
277-2809

ＮＯ都道府県 氏 名
学校名
36 広 島 笹田 清浩 広島市立砂谷中学校

〒
所在地
738-0513 広島市佐伯区湯来町大字伏谷５－１

37 山 口

松野下 真 山口市立白石中学校

753-0070 山口市白石２－７－１

38 徳 島

三浦 克彦 鳴門市立第一中学校

772-0003 鳴門市撫養町南浜字浜田３７－１

事務局

吉野 育也 三好市立芝生小学校

771-2304 三好市三野町芝生1230

矢野 尊章 観音寺市立観音寺中学校

768-0061 観音寺市八幡町２－１０－７

藤田 正芳 観音寺市立豊田小学校

768-0033 観音寺市新田町１４１３

40 愛 媛

河原 英司 松山市立鴨川中学校

791-8004 松山市鴨川２－７－１９

事務局

安永 元生 松山市立桑原中学校

790-0912 松山市畑寺町内２３８－２８

田頭

781-1911 吾川郡仁淀川町長者乙２５０６

39 香 川
事務局

41 高 知
事務局
42 福 岡
事務局

修 仁淀川町立長者小学校

山本 英明 土佐市立宇佐小学校

781-1161 土佐市宇佐町宇佐１１３３－１

鶴

欣二 八女市立福島小学校

834-0031 八女市本町６５７

玲 八女市立岡山小学校

834-0055 八女市鵜池３０２

牛島

43 福岡市

猪迫 広樹 福岡市立千早小学校

813-0044 福岡市東区千早３－１３－１

44 佐 賀

梶原 紳一 佐賀市立東与賀小学校

840-2222 佐賀市東与賀町田中４５３

45 長 崎

一瀬 研吾 大村市立三城小学校

856-0826 大村市東三城町１７

46 熊 本

森

862-0911 熊本市東区健軍２－２５－５６

事務局

恵一 熊本市立健軍小学校

鶴田 由美 熊本市立東町小学校

862-0901 熊本市東区東町３－３－１

47 大 分

安藤

870-1123 大分市大字寒田６８４－４

48 宮 崎

富永 幸二 宮崎市立瓜生野小学校

880-0044 宮崎市大字瓜生野２５８９

大森 和美 宮崎市立広瀬小学校

880-0211 宮崎市佐土原町下田島２０３０８－１０

49 鹿児島

穂園 正幸 鹿児島市立原良小学校

890-0026 鹿児島市原良２－１－１

50 沖 縄

黛

905-0021 名護市東江１－７－２

事務局

事務局

豊里

稔 大分市立寒田小学校

智久 名護市立東江小学校
寿 名護市立大宮小学校

会費振込・みずほ銀行・九段支店

905-0011 名護市宮里５－１３－２２

店 番
５３２ 口座番号・普通・１０１４８９０
義 全特協会計(ゼントッキョウカイケイ）
須 田 淳 一
（ス ダ ジュ ン イ チ）
※払込用紙には、「県名（または市名）」と「会長名」をご記入下さい。
名

電話・FAX
0829-86-0554
86-0524
083-922-0387
922-4548
088-685-2542
685-5207
0883-77-2004
77-4175
0875-25-2440
25-4440
0875-27-6303
27-9557
089-924-9041
925-9937
089-943-5152
933-9958
0889-32-1721
32-1397
088-856-0024
850-3410
0943-22-3121
24-4991
0943-22-4701
24-4999
092-681-0831
681-0832
0952-45-0321
45-8718
0957-53-3234
53-3235
096-369-2004
331-1530
096-367-0357
331-1528
097-568-7911
568-7099
0985-41-1016
41-0619
0985-73-1616
73-2542
099-253-9171
253-9172
0980-52-2860
52-2078
0980-52-3355
52-3375

