全 国 理 事 名 簿
ＮＯ 都道府県

氏

1 北海道 髙村

事務局 三谷
2

3

4

名

学校名

〒

所在地

誠 札幌市立美しが丘緑小学校

004-0814 札幌市清田区美しが丘４条5-8-1

和 札幌市立西岡北小学校

062-0033 札幌市豊平区西岡３条6-7-20

青 森 十川 潤治 青森市立浪館小学校

038-0024 青森市浪館前田3-23-1

事務局 鈴木

038-0059 青森市油川字船岡３６

新 青森市立油川小学校

岩 手 菅原 文彦 矢巾町立煙山小学校

028-3613 紫波郡矢巾町北矢幅１－２

事務局 小山田秀次 盛岡市立好摩小学校

028-4125 盛岡市好摩字夏間木70-60

宮 城 角田

研 大和町立吉岡小学校

981-3621 黒川郡大和町吉岡字町裏３２

事務局 鈴木

修 大和町立小野小学校

981-3622 黒川郡大和町もみじヶ丘２－３

5

秋 田 工藤 良登 秋田市立旭南小学校

010-0925 秋田市旭南1-15-1

6

山 形 吉田 健志 上山市立上山小学校

999-3154 上山市元城内5-5

7

茨 城 西村

314-0343 神栖市土合本町4-9809-2

力 神栖市立植松小学校

事務局 榊原 利光 鉾田市立旭東小学校
8

栃 木 礒

9

群 馬 倉林

弘子 宇都宮市立瑞穂野北小学校 321-0914 宇都宮市下桑島町４６５
正 前橋市立城東小学校

10 埼 玉 鈴木 克俊 東松山市立野本小学校

事務局 小林 松司 桶川市立桶川小学校
11 千 葉

片岡

学 茂原市立中の島小学校

事務局 北川 裕子 千葉市立高浜海浜小学校
12 東 京

311-1411 鉾田市荒地６０４

山中ともえ 調布市立飛田給小学校

事務局 佐藤 秀一 八王子市愛宕小学校

371-0016 前橋市城東町1-35-7
355-0036 東松山市下野本６５０－２
363-0017 桶川市西1-4-27
297-0034 茂原市中の島町４５１
261-0003 千葉市美浜区高浜4-8-2
182-0036 調布市飛田給3-29-1
192-0373 八王子市上柚木３－２０

13 神奈川 大谷 珠美 横浜市立六浦小学校

236-0031 横浜市金沢区六浦3-11-1

14 山 梨 内藤伊久磨 北杜市立高根西小学校

408-0018 北杜市高根町村山西割１６９６

15 長 野

関

389-2302 下高井郡木島平村往郷８３９

16 新 潟

渡辺

孝志 木島平村立木島平中学校
徹 新潟市立鏡淵小学校

951-8131 新潟市中央区白山浦1-207-3

電話・FAX

011-886-5511
886-5515
011-855-5456
855-2357
017-766-7470
766-7445
017-788-1202
788-1295
019-697-3163
697-3075
019-682-0130
682-2183
022-345-4571
347-1392
022-358-9221
348-1264
018-824-5281
865-6599
023-672-1400
672-3002
0479-48-0462
48-0461
0291-37-0009
34-4583
028-656-1587
657-7247
027-231-2251
231-2253
0493-22-0517
22-0273
048-771-1259
775-3841
0475-22-3910
26-2567
043-277-4402
279-3049
042-487-2815
499-4186
042-678-2566
678-1491
045-782-5331
701-4603
0551-47-2025
47-2983
0269-82-2032
82-2009
025-265-4111
265-4112

ＮＯ 都道府県

氏

名

学校名

〒

所在地

17 富 山 中井 明彦 富山市立草島小学校

930-2201 富山市草島９３

18 石 川 吉田 千尋 金沢市立小将町中学校

920-0932 金沢市小将町１－１５

19 福 井 森本 克行 美浜町立美浜中央小学校

919-1138 三方郡美浜町河原市８－２

事務局 木子 妙子 美浜町立美浜中央小学校

919-1138 三方郡美浜町河原市８－２

20 岐 阜 田島 英明 養老町立養北小学校

503-1304 養老郡養老町飯田２６５

事務局 川合 藤子 大垣市立興文小学校

503-0908 大垣市西外側町１－３４

21 静 岡 細田 英生 静岡市立西奈小学校

420-0911 静岡市葵区瀬名3-23-1

事務局 中村

孝 静岡県校長会

22 愛 知 尾関 俊徳 岩倉市立岩倉北小学校

420-0856 静岡市葵区駿府町1-12
静岡県教育会館
482-0043 岩倉市本町南新溝廻間２

23 三 重 古戸 陽子 松坂市立松江小学校

515-0818 松坂市川井町３８０－１

事務局 安藤ひろみ いなべ市立阿下喜小学校
24 滋 賀

山田

孝 彦根市立鳥居本中学校

511-0428 いなべ市北勢町阿下喜２５６２－１
522-0004 彦根市鳥居本町７７８

25 京 都 鈴木 隆純 長岡京市立長岡第九小学校 617-0832 長岡京市東神足2-17-1
26 大 阪 松本 啓史 泉大津市立戎小学校

595-0044 泉大津市河原町３－７

27 神戸市 有本 直道 神戸市立高取台中学校

653-0856 神戸市長田区高取山町1-1-1

28 奈 良 竹原 康彦 奈良市立飛鳥小学校

630-8306 奈良市紀寺町７８５

事務局 阪本 英雄 生駒市立光明中学校
29 和歌山 横山 和哉 和歌山市立紀伊中学校

事務局 小谷 雅之 和歌山市立湊小学校

630-0201 生駒市小明町５５
649-6331 和歌山市北野５４４
640-8404 和歌山市湊2-17-40

30 京都市 今村ひろみ 京都市立西京極小学校

615-0826 京都市右京区西京極芝ノ町３１

31 兵 庫 古川 資治 宝塚市立光ガ丘中学校

665-0015 宝塚市光ガ丘2-15-1

32 鳥 取 小林 千春 米子市立美保中学校

683-0101 米子市大篠津町３６５７－１

33 島 根 恩田 仁志 奥出雲町立布勢小学校

699-1433 仁多郡奥出雲町八代220

事務局 金山 美幸 松江市立鹿島東小学校
34 岡 山 濱本 琢也 岡山市立中山中学校

事務局 延原まどか 岡山市立妹尾中学校

690-0804 松江市鹿島町北講武５９９
701-1214 岡山市北区辛川市場１５９
701-0205 岡山市南区妹尾１２１２

電話・FAX

076-435-0159
435-4834
076-262-6272
262-6273
0770-32-0004
32-0017
0770-32-0004
32-0017
0584-32-0598
32-9794
0584-78-2336
78-2308
054-261-3041
263-6492
054-251-4811
251-4812
0587-37-1221
37-9511
0598-21-0781
21-8215
0594-72-2072
72-4084
0749-22-2209
26-6123
0759^55-4081
51-5396
0725-21-2000
31-4031
078-611-6325
611-6326
0742-26-3201
26-3203
0743-74-7447
74-6152
073-461-0035
461-4313
073-455-0286
455-0287
075-313-1319
314-0009
0797-74-3447
71-3564
0859-28-6122
28-9286
0854-54-9020
54-9020
0852-82-0309
82-0814
086-284-0038
284-6798
086-282-1144
282-5106

ＮＯ都道府県 氏 名
学校名
35 広 島 山名 朋子 広島市立上温品小学校

事務局 坂本 伸哉 広島市立牛田新町小学校

〒
所在地
732-0032 広島市東区上温品3-4-1
732-0068 広島市東区牛田新町1-15-1

36 山 口 月成 庄造 山口市立白石中学校

753-0070 山口市白石2-7-1

37 徳 島

773-0025 小松島市和田島町字山のはな８

上田

貢 小松島市和田島小学校

事務局 濱田 健二 鳴門市鳴門東小学校

772-0053 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂65-3

38 香 川 田井 敏之 坂出市立東部小学校

762-0007 坂出市室町1-1-21

事務局 平井 克巳 高松市立木太小学校

760-0080 高松市木太町３４８０－１

39 愛 媛 近藤 一茂 松山市立拓南中学校

790-0962 松山市枝松5-4-39

事務局 河原 英司 松山市立北条北中学校
40 高 知 杉本 一幸 高知市立三里小学校

781-0112 高知市仁井田1356

事務局 山本 光三 高知市立旭東小学校

780-0956 高知市北端町50

41 福 岡 古藤 浩二 糸島市立二丈中学校

事務局 薄

799-2430 松山市北条辻365

819-1601 糸島市二丈深江１３３９－１

俊哉 宗像市立玄海小学校

811-3502 宗像市江口９６５

42 佐 賀 平田 陽介 みやき町立中原小学校

849-0101 三養基郡みやき町原古賀1364-2

43 長 崎 永田 俊文 諫早市立真城小学校

854-0084 諫早市真崎町１０３７－３

44 熊 本

西

正道 熊本市立弓削小学校

861-8002 熊本市北区龍田町弓削879-1

事務局 森

恵一 熊本市立植木小学校

861-0131 熊本市北区植木町広住１

45 大 分 板井 一哲 大分市立大東中学校

870-0126 大分市横尾２８４３－４

46 宮 崎 矢野 旨宣 宮崎市立大塚小学校

880-0951 宮崎市大塚町鎌ヶ迫２２９６－２

事務局 児玉かおり 宮崎教育大学教育文化学部
附属中学校

880-0026 宮崎市花殿町７－６７

47 鹿児島 木佐貫祥一 鹿児島市立原良小学校

890-0026 鹿児島市原良2-1-1

48 沖 縄 佐久本 実 西原町立西原小学校

903-0111 西原町字与那城３５３

事務局 高良 孝志 うるま市立平敷屋小学校

会費振込・みずほ銀行・九段支店
名

店
義

904-2314 うるま市勝連平敷屋３８５０

番
５３２ 口座番号・普通・１０１４８９０
全特協（ゼントッキョウ）会計部長
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。

電話・FAX
082-289-2474
280-5469
082-221-6299
211-3692
083-922-0837
922-4548
0885-37-1911
37-1602
088-687-0950
687-2644
0877-46-0234
46-0235
087-861-6337
861-6358
089-931-8518
933-9949
089-993-0038
993-0336
088-847-0271
847-0272
088-844-0148
844-0149
092-325-0020
325-2615
0940-62-0025
62-0199
0942-94-2044
94-2896
0957-25-0290
26-8700
096-338-9390
386-3301
096-272-0009
272-0016
097-520-2702
520-3531
0985-51-4952
51-5030
0985-25-1122
25-1123
099-253-9171
253-9172
098-945-2402
946-5405
098-978-2223
978-2254

