
支部名 〒 住所 TEL FAX＆携帯

1-A1 北海道 ◎ 本山 正光 063-0847 北海道札幌市西区八軒７条西1-2−45

工藤 淳一 036-0131 青森県平川市広船広沢 107 ☎0172-44-3530 080-4066-8223

◎ 山田 俊行 038-0231 青森県南津軽郡大鰐町宿川原川崎76-1 ☎0172-47-5281 090-1932-8072

味水美喜夫 013-1826 秋田県横手市黒川字下和野 256 ☎0187-72-4518

◎ 池田　 剛 010-1203 秋田県秋田市雄和下黒瀬字野中町 28-1 ☎018−886−2320

舩山 英雄 992-0472 山形県南陽市宮内 1058-1 ☎0238-47-2235

◎ 庄司 義信 990-0057 山形県山形市宮町 4-26-23 ☎023-641-4915

5-A5 東　北 ◎ 萩原 恒敏 991-0024 山形県寒河江市六供町 1-2-48 ☎0237-84-2025 0237−85−0588

平田 良一 981-3109 宮城県仙台市泉区鶴ケ丘 1-22-20 ☎022-375-1510

◎ 泉   俊夫 981-2152 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋 115−3 ☎0224−72−2686

五十嵐晴光 969-6514 福島県会津坂下町五香字寺内 2 ☎0242-82-3175

◎ 森　 宏道 965-0876 福島県会津若松市山鹿町 6－20 ☎0242−36−5682

8-A8 いわき ◎ 中根喜一郎 970-8035 福島県いわき市明治団地 1-10 ☎0246-25-8418

慶野 彰男 320-0061 栃木県宇都宮市宝木町 2-794-18 ☎028-652-1205

◎ 萩原 恒敏 991-0024 山形県寒河江市六供町 1-2-48 ☎0237-84-2025 0237−85−0588

佐藤 正人 300-0814 茨城県土浦市国分町7-43 ☎029-822-1338

◎ 廣戸 繁廣 300-0836 茨城県土浦市烏山3-1081-19 ☎029-841-7726 090-4064-1543

大森　 学 311-2424 茨城県潮来市潮来 92-3 ☎0299-63-2707

◎ 酒井 光康 311-2423 茨城県潮来市日の出 2−7−2 ☎0299−66−7755 0299-66-2655

細井 健治 323-1104 栃木県栃木市藤岡町藤岡 1128-3 ☎080-1093-8887 0282-62-5154

◎ 大塚 一雄 355-0073 埼玉県東松山市上野本163-2 ☎049-324-2666

藤倉 正巳 180-0013 東京都武蔵野市西久保2-27-7 ☎090-3407-7411

◎ 岩田 秀生 190-0033 東京都立川市一番町 1-30-6 ☎042-531-7480

鷹栖秀博 259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮15-30 ☎0463-71-7275 090-5499-0278

◎ 石橋 忠一 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向5-6-3(花忠） ☎045-571-2290

徳橋 良明 954-0016 新潟県見附市庄川町627 ☎0258-62-3562

◎ 中村 夢弥 956-0846 新潟県新潟市秋葉区蒲ヶ沢 67-2 ☎0250−38−3636 0250-38-3804

岡田 忠行 387-0005 長野県千曲市森 707-1 ☎026-273-1456 090-3087-2420

◎ 田中 栄二 381-0001 長野県長野市赤沼 188 ☎026-251−3001 026-251−3002

舘森 純一 939-8045 富山県富山市本郷町５区 103−2 ☎0764−23−4690

◎ 酒井　渉 933-0876 富山県高岡市神主町９ ☎0766-21-2894

19-C5 石川県 ◎ 栃折　 正 924-0072 石川県白山市千代野西3-1-2 ☎076-276-7642

支部長(上)/事務所
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■北海道・東北地区（８支部）

■関東地区（６支部）

■信越・北陸地区（４支部）

2-A2 青森県

3-A3 秋田県

11-B3 水　郷

12-B4 坂　東

13-B5 東　京

4-A4 山形県

6-A6 宮城県

7-A7 福島県

9-B1 栃木県

10-B2 茨城県

14-B6 神奈川県

15-C1 新潟県

17-C3 長野県

18-C4 富山県

☎/FAX 011−643−9017



菅谷   通 416-0901 静岡県富士市岩本 537-53 ☎0545-63-6269

◎ 森   憲治 436-0053 静岡県掛川市弥生町 55−1 ☎0537−22−6990 0537-23-5607

志賀 孝司 444-0244 愛知県岡崎市下青野町西新居 26 ☎0564-43-2765

◎ 水野 雅章 444-0813 愛知県岡崎市羽根町鰻池 165 ☎0564−51−4714 0564-55-1706

志賀 孝司 444-0244 愛知県岡崎市下青野町西新居 26 ☎0564-43-2765

◎ 水野 圭子 444-0813 愛知県岡崎市羽根町前田 32 ☎0564−51−2265 0564-51-3217 

下條 和夫 509-6108 岐阜県瑞浪市益見町　1-88-1 ☎0572−68−6754

◎ 重松 邦芳 452-0014 愛知県清須市西枇杷島町押花 79 ☎052−501−7437

高山 五男 498-0811 三重県桑名郡木曽岬町栄245 ☎0567-68-2641

◎ 葛西   亘 515-2321 三重県松坂市嬉野中川町 1133 ☎059−842−8623

◎ 松本 秀明 665-0034 兵庫県宝塚市小林 1-17−18 ☎0797−72−3160

東岡　 茂 611-0013 京都府宇治市莵道車田 52-2

北崎　 隆 599-8233 大阪府堺市大野芝町96−1 ﾃﾞｨｵﾌェﾙﾃｨ初芝101 ☎0722−34−8175

◎ 川端 喬二 590-0404 大阪府泉南郡熊取町大久保西 14-7 ☎072-452-6591 

清水 文夫 702-8001 岡山県岡山市中区沖元 653 ☎086−277−7585

◎ 新田   力 706-0021 岡山県玉野市和田 3-33-31 ☎0863-81-7744

福島 偉人 723-0062 広島県三原市本町 3−7−14 ☎0848−64−1883

◎ 多賀 一郎 732-0814 広島県広島市南区段原南 1−10−28 ☎082−262−8661 082-262-8662

30-E3 島根県 ◎ 福間　 勉 693-0021 島根県出雲市塩冶町 280 ☎0853−22−2995 090-9733-1093

濵田 洋介 751-0888 山口県下関市形山町 2−24 ☎0832−56−2955

◎ 田辺　 勝 759-3611 山口県萩市大井 5016 ☎0838-28-1351

馬渕 繁樹 761-0301 香川県高松市林町215-10 ☎087−887−4980

◎ 米谷 耕司 769-1613 香川県観音寺市大野原町花稲 368−1

33-E6 徳島県 ◎ 森本 孝博 770-0942 徳島県徳島市昭和町 6−44　 ☎088−622−5743

川端 隆志 811-4163 福岡県宗像市自由ヶ丘4-13-10 ☎0940-33-8147

◎ 吉田 哲夫 803-0261 福岡県北九州市小倉南区合馬 1860 ☎093−451−3770 093-451-3835

35-F2 福　岡 ◎ 松田 一成 830-0059 福岡県久留米市江戸屋敷 2-28−17 ☎0942−38−4579 090-2511-5371

36-F3 東　筑 ◎ 柴田   登 822-0034 福岡県直方市山部 636-44 ☎0949−23−0654

吉岡 澄雄 828-0073 福岡県豊前市大字狭間95-3 ☎090-7155-9586

◎ 中川 信行 824-0045 福岡県行橋市大字大谷 1775 ☎0930−25−9028

栗山 輝雄 833-0012 福岡県筑後市溝口1410−3 ☎0942−52−3283

◎ 原田 史郎 832-0054 福岡県柳川市有明町 78−4 ☎0944−73−4964 090-3412-4922

岡 　通男 871-0914 福岡県築上郡新吉富村大字宇野 942−2 ☎0979−72−3668

◎ 倉迫 俊仁 871-0105 大分県中津市三光原口 596 ☎0979−43−6073

井山 春男 866-0821 熊本県八代市福正町 963 ☎0965-33-5829

◎ 久末 春雄 862-0941 熊本県熊本市中央区出水 5−2−20 ☎096−363−1650

東　　政一 899-8605 鹿児島県曽於市末吉町二之方 2391−2 ☎0986-76-6894

◎ 中山 精一 899-8605 鹿児島県曽於市末吉町二之方 2688−15 ☎0986-76-0013

有村 實一 891-1418 鹿児島県鹿児島市桜島小池町 1336 ☎099−293−2726

◎ 米山 　学 899-2704 鹿児島県鹿児島市春山町 1662−12

■東海・近畿地区（７支部）

21-D1 静岡県

22-D2 三　河

23-D3 実　生

24-D4 東　海

25-D5 三重県

31-E4 山口県

32-E5 香川県

34-F1 北九州

■九州地区（9支部）

26-D6 近　畿

27-D7 関　西

28-E1 岡山県

29-E2 広島県

■中国・四国地区（６支部）

☎/FAX 099−278−5295

☎090-5892-4168

☎/FAX 0875−52−3305

42-F9 宮崎県

43-F10鹿児島県

37-F4 京　築

38-F5 筑　後

39-F6 中　津

41-F8 熊本県
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