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    1.1.1.1.    地域連絡部地域連絡部地域連絡部地域連絡部 NO. NO. NO. NO.   表示位置は右上  表示位置は右上  表示位置は右上  表示位置は右上 (敬称略)

地　域　連　絡　部 副　部　長 地域 №地域 №地域 №地域 №

　北海道(札幌)地域 　鈴木　隆 2-8-12-8-12-8-12-8-1 札幌　(北海道全域)

　東北地域 　小林　伸 2-8-22-8-22-8-22-8-2 青森、秋田、岩手、宮城、山形

　北関東地域 　山木　直人 2-8-32-8-32-8-32-8-3 茨城、栃木、群馬

　甲信地域 　矢澤　明子 2-8-42-8-42-8-42-8-4 長野、松本

　千葉地域 　西條　良和 2-8-52-8-52-8-52-8-5 千葉全域

　東京地域 　海老原 2-8-62-8-62-8-62-8-6 活動なし 東京全域

　東海地域 　大河内　博子 2-8-72-8-72-8-72-8-7 会長兼務 愛知、静岡、岐阜、三重

　北陸地域 　徳光　重希 2-8-82-8-82-8-82-8-8 石川、富山、福井

　関西地域 　筒井　俊晴 2-8-92-8-92-8-92-8-9 大阪、奈良、和歌山、兵庫

　中国地域 　鶴田　敬一郎 2-8-102-8-102-8-102-8-10 岡山、倉敷、山陰、山口、広島

　四国地域 　大原　三枝子 2-8-112-8-112-8-112-8-11 会長兼務 徳島、高知、愛媛、香川

　九州地域 　堀田　敏之 2-8-122-8-122-8-122-8-12 会長兼務 福岡、熊本、長崎、大分

　沖縄地域 　宮城　盛孝 2-8-132-8-132-8-132-8-13 会長兼務 沖縄全域

2. 各地域三田会 NO.2. 各地域三田会 NO.2. 各地域三田会 NO.2. 各地域三田会 NO.  表示位置は右上  表示位置は右上  表示位置は右上  表示位置は右上

地域通信三田会名 会　長　名 資料 №資料 №資料 №資料 №

　東京通信三田会 　長谷川　守 3-13-13-13-1

　茨城通信三田会 　高木　昂 3-23-23-23-2

　沖縄通信三田会 　宮城　盛孝 3-33-33-33-3

　慶友三田会(大阪) 　森本由美子 3-43-43-43-4 表示の仕方　　→　ページ右上へ表示の仕方　　→　ページ右上へ表示の仕方　　→　ページ右上へ表示の仕方　　→　ページ右上へ

　埼玉通信三田会 　大川　成一 3-53-53-53-5

　神奈川通信三田会 　吉浜　健二 3-63-63-63-6 　　　 　　全国地域三田会　:  茨城の例を示す　　全国地域三田会　:  茨城の例を示す　　全国地域三田会　:  茨城の例を示す　　全国地域三田会　:  茨城の例を示す

　千葉通信三田会 　越川　謙一 3-73-73-73-7

　愛知通信三田会 　佐藤　範男 3-83-83-83-8

　札幌通信三田会 　吉田　真己 3-93-93-93-9

　青森通信三田会 　斉藤　潔 3-103-103-103-10

　秋田通信三田会 　猿田　健一 3-113-113-113-11

　岩手通信三田会 　西村　英士 3-123-123-123-12

　山形通信三田会 　森谷　富夫 3-133-133-133-13

　宮城通信三田会 　末永　利一郎 3-143-143-143-14 　　地域連絡部　:   北関東の例を示す　　地域連絡部　:   北関東の例を示す　　地域連絡部　:   北関東の例を示す　　地域連絡部　:   北関東の例を示す

　福島通信三田会 　森　正次 3-153-153-153-15

　栃木通信三田会 　根本　義夫 3-163-163-163-16

　長野通信三田会 　池田　巌 3-173-173-173-17

　松本通信三田会 　松沢　茂 3-183-183-183-18

　静岡三田クラブ 　奥田　浩 3-193-193-193-19

　岐阜三田クラブ 　細江　篤己 3-203-203-203-20

　富山通信三田会 　前田　賢次 3-213-213-213-21

　群馬通信三田会 　横田　春美 3-223-223-223-22

　石川通信三田会 　徳光　重希 3-233-233-233-23

　福井通信三田会 　志雄　章 3-243-243-243-24

　三重通信三田会 　大河内　博子 3-253-253-253-25

　和歌山通信三田会 　高田　盛行 3-263-263-263-26

　京滋通信三田会 　戸井　善彦 3-273-273-273-27

　兵庫通信三田会 　筒井　俊晴 3-283-283-283-28

　岡山通信三田会 　明石　憲彦 3-293-293-293-29

3-303-303-303-30

　倉敷通信三田会 　筒井　賢詞 3-313-313-313-31

　広島通信三田会 　迫田　勲 3-323-323-323-32

　山陰通信三田会 　井原　俊 3-333-333-333-33

　山口通信三田会 　由元　明實 3-343-343-343-34

　香川通信三田会 　宮北　薫 3-353-353-353-35

　愛媛通信三田会 　作田　彰 3-363-363-363-36

　高知通信三田会 　加納　弘史 3-373-373-373-37

　徳島通信三田会 　大原　三枝子 3-383-383-383-38

　福岡通信三田会 　中野　隆 3-403-403-403-40

　熊本通信三田会 　田口　慶治 3-413-413-413-41

　長崎通信三田会 　堀田　敏之 3-423-423-423-42

　大分慶友三田会 　三重野　雅則 3-443-443-443-44
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