
北海道支部 東京北支部 大宮支部

川越支部 熊谷支部 春日部支部

千葉県支部 千葉県成田支部 千葉県稲毛支部

千葉県柏支部 新宿朝日支部 練馬支部

むさし野支部 板橋支部 小平支部

立川支部 富士北麓支部 千葉県流山支部

立川朝日支部 春日部南支部 東松山支部

大宮南支部 甲府支部 越谷支部

春日部北支部

東北総支部 福島支部 山形県支部 茨城県支部

宮城県北支部

神奈川県総支部 横浜支部 横浜朝日支部 横須賀支部

神奈川南支部 神奈川ふじさわ支部 湘南支部

静岡葵支部 横須賀南支部

中部総支部 名古屋支部 名古屋中支部 豊橋支部

静岡県支部 石川県支部 三重県支部

豊川支部

関西総支部 兵庫県支部 大阪府支部 京都府支部

滋賀県支部 わかやま県支部 京都洛中支部

奈良県支部 大阪東支部

九州・中国総支部 福岡支部 北九州支部 山口支部

沖縄支部 南九州支部 福岡南支部
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東京都北区中里２-１４－１ 公１　(普及促進事業)
会　長　　久　保　穎　子 　１　指導講習の実施

　　・直轄講習
　　・受託講習(講師の派遣)
　　・有資格者主宰講習の技術指導上及び組織上の管理
　２　指導者養成及び資格の授与
　　・本部研修会の実施と管理
　　・総支部指導者養成所研修会の実施と管理
　　・地方特別研修会の実施と管理
　　・上級指導者研修会の実施と管理
　　・資格の授与(免状の発行)
公２　(普及啓発事業)
　１　調査研究、情報公開等による啓発
　　・調査研究
　　・刊行物の発行・監修(機関紙「自彊の友」、パンフレット、
　　　栞等)
　　・ウェブによる情報公開
　２　講演会、周年記念行事、文化交流・記念館における展示による啓発
　　・公開講演会の実施
　　・周年記念行事の実施
　　・文化交流の実施
　　・記念館における展示

東北総支部 公１　(普及促進事業)
　総支部長　髙原 恵子 　１　指導講習の実施

　　・有資格者主宰講習への技術指導上及び組織上の管理
　２　指導者養成

神奈川県総支部 　　・総支部指導者養成所研修会の実施
　総支部長　幸村 惠美子 公２　(普及啓発事業)

　　･周年記念行事の実施

中部総支部
　総支部長　富田　節代

関西総支部
　総支部長　四本 多美子

九州・中国総支部
　総支部長　宮本　縒子

　支部名、支部長名については 公１　(普及促進事業)
　次ページにまとめております。 　１　指導講習の実施

　　・有資格者主宰講習への技術指導上及び組織上の管理
　２　指導者養成
　　・地方特別研修会の実施
公２　(普及啓発事業)
　　・周年記念行事の実施
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支部名 支部長氏名 支部名 支部長氏名

北海道支部 玉置 百合子 横浜支部 幸村 惠美子

福島支部 髙原 恵子 横浜朝日支部 吉田 裕子

山形県支部 齋藤 節子 横須賀支部 虫生 一惠

茨城県支部 久保 春江 神奈川南支部 小林 久美子

宮城県北支部 小原 悦子 神奈川ふじさわ支部 小倉 憲子

東京北支部 堤 恭子 湘南支部 花輪 とも絵

大宮支部 佐藤 美枝子 静岡葵支部 松井 陽子

川越支部 白須 清子 横須賀南支部 三上 博子

熊谷支部 鯛中 八重子 名古屋支部 石原 久美子

春日部支部 門倉 久美子 名古屋中支部 服部 八子

千葉県支部 猪狩 正子 豊橋支部 富田 節代

千葉県成田支部 長岡 勝美 静岡県支部 （本部） 

千葉県稲毛支部 山中 信子 石川県支部 木戸 外茂子

千葉県柏支部 久保田 元子 三重県支部 森下 好

新宿朝日支部 白須 清子 豊川支部 加藤 由美子

練馬支部 志田 由美子 兵庫県支部 四本 多美子

むさし野支部 堀内 郁子 大阪府支部 綿田 芙美枝

板橋支部 後藤 光子 京都府支部 山尾 慶子

小平支部 長谷川 美千代 滋賀県支部 朝倉 淑美

立川支部 江波戸 光子 わかやま県支部 田幡 鈴美

富士北麓支部 新田 孝子 京都洛中支部 井上 美枝子

千葉県流山支部 北原 敦子 奈良県支部 四本 多美子

立川朝日支部 松岡 洋子 大阪東支部 木村 嘉津子

春日部南支部 川井 千惠子 福岡支部 宮本 縒子

東松山支部 大谷 歓子 北九州支部 瓜生 光代

大宮南支部 須賀 照子 山口支部 和田 郁子

甲府支部 遠藤 ゆり子 沖縄支部 野原 文雄

越谷支部 吉川 由美子 南九州支部 宮本 縒子

春日部北支部 藤井 靖子 福岡南支部 湯地 洋子

支 部 一 覧
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