
　新年明けましておめで
とうございます。
　皆様方におかれまして
は、日頃から地域社会の
一員として、それぞれの

業の発展、公衆衛生及び国民生活の質の向上に御尽
力いただいていることに対しまして、深く敬意を表
するところであります。
　さて、生活衛生関係営業は、国民の日常生活に密
接したサービスや商品を提供し、国民生活の向上と
地域経済の活性化に重要な役割を果たしております
が、原油など素材・原料の価格上昇、消費者の生活様
式や価値観の変化への対応、同業者間や異業態との

競争の激化など今もって大変厳しい経営環境の中に
あると承知しております。
　このため、厚生労働省といたしましては、国民生
活金融公庫の融資制度を時代の要請に応じて見直し
つつ、必要な資金繰りに支障をきたすことのないよ
う努力するとともに、同業組合連合会が実施する振
興事業に対する助成や経営指導体制の強化を図るた
め生活衛生営業指導センターへの補助を行うことな
どにより、生活衛生関係営業の一層の振興に努めて
いるところであります。今後とも、生活衛生関係営
業のさらなる振興と発展に協力していく所存であり
ます。
　また、建築物衛生につきましては、近年、建築物の

一層の大型化・複合
用途化が進んでお
り、衛生管理におい
ても、これまで以上に高度で複雑な管理技術が要求
されていることから、本年も建築物衛生法の適正な
運用を図り、建築物における衛生水準の一層の向上
に努めてまいります。
　新しい年を迎えるに当たり、決意も新たに業界の
発展と活性化に取り組んでまいりますので、皆様方
におかれましても一層の御支援と御協力をお願い申
し上げますとともに、本年が皆様方の新たな飛躍の
年となりますよう祈念いたしまして、私の年頭の挨
拶とさせていただきます。
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　新年明けましておめ
でとうございます。
　会員ならびに賛助会
員の皆様、また日頃よ
り温かいご指導を賜っ

ております所管庁をはじめ関係各位の皆様におかれ
ましては、すがすがしい新年を迎えられたこととお
慶び申し上げます。
　昨年は増え続けた日本の総人口が初の減少に転じ、
少子高齢化もいよいよ加速の度を増していることを
実感した年でもありました。本年は、トリノ五輪や
ドイツでのサッカーＷ杯などイベントも多く楽しみ

ですし、また、経済につきましても企業の設備投資
に加え地価や公定歩合の底入れ傾向を背景として
「好況の時代」を迎えると、明るい予想がされており
ます。
　さて、我々温浴業界は健康産業として有効な余暇の
利用や癒しのサービスなどを通じて国民に定着し、ま
すます幅広い層に利用されております。業態も急速に
多様化するなか、さまざまな事業者に対して協会加盟
を促進し、国民の健康増進に参画していただけるよ
う、協会の名称を「日本サウナ・スパ協会」に変更す
る旨、所管庁で検討いただいております。
　次に、昨年はタイ、中国、韓国とアジア諸国の温浴

業界団体との交流を進めて参りましたが、各国の伝
統的な素晴らしい温浴文化を知ることができました。
今年は国際交流部会を新たに設け、フィンランドの
ヘルシンキにおいて8月開催が予定されております
「第14回 国際サウナ会議」やアジア諸国の視察を含
めご案内をさせていただきますので、ふるってご参
加いただきますようお願いいたします。
　この一年が皆様にとりまして実り多い年でありま
すようお祈り申し上げますとともに、今なお記録的
な大雪に見舞われ大変な毎日を送っておられる地域
の方々に心からお見舞いを申し上げ、年頭のご挨拶
とさせていただきます。



▽会　　場　　日本アセアンセンター
　　　　　　　　〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-3 セントラルビル
　　　　　　　　TEL：03-3546-2011　FAX：03-3541-5276
▽日　　時　　2月13日 10:00‐17:30／ 14日 10:00‐16:30
▽主　　催　　タイ国タイ大使館商務参事官事務所
　　　　　　　　TEL：03-3221-9482　FAX：03-3221-9484　E-mail：thaicomm@aurora.ocn.ne.jp
▽参加企業　　スパ・美容健康製品

●オーロラ S&K インタートレード（スキンケアー、スパ製品）●アストリ社（スパギフ
トセット、アロマ芳香製品）●タイ・スマート・インタートレード（スパ製品、ホテルア
メニティ）●二ピポン・コポーレション（スパ製品、ハーブ系）●デマトロジ・センター
（美容健康製品）●アロマ・スキン・コンサルト社（スパ製品）

　　　　　　　他、ギフト・装飾品（6社）、食料品（5社）、宝石（2社）、家具（1社）など出展多数
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年末例会と忘年会

　関西支部（洪
里勝信会長）は
年末例会と忘年
会を、道頓堀
ニュージャパン
にて12月14日
に行いました。
　例会は年末
恒例となった情報交換です。今年8～11月の業績
（客数、前年対比総売上、客消費単価）、分野別店内
の料理売れ筋上位5位の発表、飲食以外の販売メ
ニュー（新メニュー・廃止メニューの発表）、正社
員・アルバイトの人件費率の情報、インターネット
告知による年末年始営業について情報をまとめ、
活発に質疑応答を行いました。
　例会終了後は、サウナルームをニューアルした1
階「スパカパーナ」で体験入浴し、18時より賛助
会員合同の参加者総勢 80 名で忘年会を行いまし
た。新入会員の紹介と出席者の挨拶の後、大いに盛
り上がり2時間が過ぎ、「来年もがんばりましょう」
と誓い合い閉会しました。
　新年互礼会は1月24日、全面リニューアルした
「スパ・リゾート リバティ」にて開催します。
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Japanese-Thai Business Matching 2006

　新年あけましておめ
でとうございます。
　年々少子高齢化が急

速に進み、そのため社会保険制度が抜本的に見直
されようとしています。現役世代の負担が増える
と同時に、年金などの公的保険給付が減らされる
時代を迎えています。その対策には、健康保持の
ための養生がなによりも大切なことです。医療は
高度化してはいるものの、糖尿病をはじめいわゆ
る生活習慣病が増えています。
　私はサウナ入浴が大好きです。サウナ健康士の
養成に関わって早くも十数年になりますが、各地
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域での集中講義での受講生の熱気にはいつも感動
しています。心身のストレスからくる肩こり、全
身のだるさ、頭痛、不眠などの未病（いまだ病ま
ざる病）を解消することこそ、健康で長生きでき
るコツです。サウナ入浴は先天的な生命エネル
ギー（先天の原気）を取り戻し、心身の疲れを癒
すことのできる優れた健康法です。
　今後ともサウナ健康法の普及とサウナ協会の発
展のため、理事として微力ではありますが、がん
ばっていきたいと思いますので、よろしくお願い
いたします。

　（社）日本サウナ協会の皆様、明けましてお
めでとうございます。
　昨年9月の貴協会のタイ視察をきっかけに皆
様との交流が始まり、大変うれしく思っており
ます。
　このたびタイ国大使館商務参事官事務所の主
催で、「日-タイ ビジネス・マッチング2006」を
きたる2月13・14日に開催することになりまし
た。タイ国より20社が来日し、日本の輸入業者
や貿易商などの方々と商談する予定です。
　当ビジネス・マッチングでは、製品を6つの分

野に分けてご紹介いたしま
す。皆様のビジネスのお役に
立てていただきましたら、幸
いでございます。
　私共はサウナ・スパ産業で
活躍される日本の皆様とパー
トナーシップを結べますよう、多くの皆様のお
越しを心よりお待ちしております。

タイ国大使館商務公使

　チラコム・キティヤーコン

参加希望者は、参加申し込み用紙をご用意していますので、サウナ協会事務局までご連絡ください。

　12月20日埼玉県支部（阿戸健次会長）は、次年
度の全国総会の幹事を引き受けたことから、準備
会を開き骨子をまとめました。
　今回は、国際会議場にも使用できる大宮ソニッ
クシティを総会と講演会に当てるため、収容人員
も500名と余裕があります。講演はサウナの医学
的な効果をお話ししていただける先生にお願いし、
公益法人として一般のサウナファンも招待してサ
ウナの効果などを聴講していただきます。
　懇親会はパレスホテル大宮で、翌日は大宮ゴル
フコースにて第10 回ＪＳＡ杯、川越で小江戸観
光、「光泉の森」にて日本最大級の麦飯石サウナを
視察体験していただくプランを考えました。
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埼玉県支部から埼玉県支部から埼玉県支部から埼玉県支部から埼玉県支部から
全国総会と講演会の骨子まとめる



　サウナ愛好者の皆様、明けましておめで
とうございます。
　昨年も日本とフィンランドにとって、活
発な交流の年となりました。
　特に日本では、愛・地球博が開催され、
フィンランドも他の北欧諸国と一緒に北欧
共同館として参加しました。万博開催期間
中、フィンランドからはマッティ・ヴァン
ハネン首相をはじめ多くの要人が日本を訪
問しました。
　愛知万博でキーワードのひとつとなった
「環境」は、フィンランド人も非常に関心を
寄せている分野です。フィンランドの森林
業は、現在でも経済や通商における主要部
門ですが、ハイテクも強力な地位を確立し
ています。また最近では、質の高いフィン
ランドの教育制度に対する認識が日本で深
まりつつあります。
　日本におけるフィンランドのイメージは
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良好で、多様化しています。「サウナ」に対
するよい印象が人々の心をフィンランドへ
と結びつけていることを、私は大変うれし
く思います。
　さて、今年は「第14回 国際サウナ会議」
が8月6～9日までヘルシンキで開催されま
す。日本サウナ協会会員の皆様が、夏の
フィンランドとサウナを楽しまれる機会と
なれば幸いです。
　2006年が皆様にとって素晴らしい年であ
りますように。

新会員紹介新会員紹介新会員紹介新会員紹介新会員紹介     （（（（（敬敬敬敬敬称称称称称略略略略略）））））　　　　　     次の企業が当協会に加盟されました。 よろしくお願いいたします。

■正会員（1月1日入会）
有限会社 オアシス ジス カンパニー
▽店　名　癒し空間 まほろば
▽代表者　矢幡幸治
▽担当者　豊永景子
▽住　所　神戸市中央区加納町4-8-15 AMUプラザビル3F
▽ TEL　078-333-2618　▽FAX　078-333-2618

■正会員（1月1日入会）
株式会社 京動開発
▽店　名　さがの温泉 天山の湯
▽代表者　檜山高志
▽担当者　　 同
▽住　所　京都市右京区嵯峨野宮元町55-4
▽ TEL　075-882-4127　▽FAX　075-882-4128

■正会員（1月1日入会）
株式会社 勝浦ホテル三日月
▽店　名　スパ三日月 龍宮城
▽代表者　小高志年司
▽担当者　桑田秋光
▽住　所　木更津市北浜町1
▽TEL　0438-41-8111　▽FAX　0438-41-8114
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　平成１8年の新春を迎え、謹
んでお慶び申し上げます。
　（社）日本サウナ協会ならび

に会員の皆様におかれましては、日頃から日本赤十
字社の血液事業に対しまして深いご理解とご協力を
賜り、心から厚く御礼申し上げます。
　さて、日本赤十字社では、安全性の高い血液を安
定的に医療機関に供給できるよう努力しているとこ
ろであり、変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）
が輸血により伝播するのを防止するため、英国に1日
以上滞在したことがある方々の献血制限が当面実施
されたことから、社長を本部長とする献血推進本部

を昨年4月1日に設置しました。献血推進本部では、
輸血用血液製剤の在庫にかかる危機管理や、献血推
進の実施、医療機関における血液製剤の適正使用を
推進することとしております。
　日本赤十字社といたしましては、皆様方の信頼と
ご期待にお応えできるよう、より安全性の高い血液
の安定確保のため努めてまいる所存でありますので、
引き続きご支援ご協力の程よろしくお願い申し上げ
ます。
　（社）日本サウナ協会ならびに会員の皆様のより一
層のご発展を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさ
せていただきます。

　新年、明けましておめでとうございます。
　（社）日本サウナ協会の皆様方には、輝かしい
新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　また、平素から格別の御高配をいただき、厚く御礼申し上げます。
　サウナ営業者の資質の向上、サウナに関する正しい知識の普及、サ
ウナ営業施設の施設基準の設定等の事業を実施することにより、国民
の衛生の確保と安らぎの提供に大きく貢献されてこられましたことに
対し、深く敬意を表する次第であります。
　サウナを通じて人々の健康に奉仕し、明日への活力を養い、明るく
健全な社会活動に貢献するために、さまざまな活動を行っている貴協
会が、昨年、創立15周年という節目の年に厚生労働大臣表彰の栄誉
を受けたところでもあり、今後とも貴協会がますます発展していくも
のと期待しております。
　新しい年を迎え、決意も新たにサウナ業のより一層の発展と活性化
に取り組んでまいりますので、皆様の一層の御支援と御協力をお願い
申し上げますとともに、皆様のますますの御多幸、御発展を祈念いた
しまして、私の年頭の挨拶といたします。

より一層の発展と活性化により一層の発展と活性化により一層の発展と活性化により一層の発展と活性化により一層の発展と活性化に
取り組んでまいります取り組んでまいります取り組んでまいります取り組んでまいります取り組んでまいります

衆議院議員衆議院議員衆議院議員衆議院議員衆議院議員　　　　　木木木木木     村村村村村     義義義義義     雄雄雄雄雄



有限会社サウナゴールデンタイム

代表取締役　深 田 初 王
〒760-0052 高松市瓦町2丁目1-7

TEL 087-833-1234

サン・グループ
日新観光株式会社

代表取締役会長　津 村 　 徹
〒460-0022 名古屋市中区金山4丁目1-20

TEL 052-322-4521（代）

社団法人日本サウナ協会

会　　　長　中 野 憲 一
〒102-0085 東京都千代田区六番町1 番町一番館ビル2階

TEL 03-5275-1541（代）　FAX 03-5275-1543

埼玉レジャー産業株式会社

取締役会長　阿 戸 健 次
〒330-0845 さいたま市大宮区仲町1-119-1

サウナ＆ホテルパークプラザ大宮
TEL 048-643-6467

日本サウナ協会理事、埼玉県支部会長

横須賀建物株式会社
サウナトーホー

代表取締役　織 茂 明 彦
〒238-0014 神奈川県横須賀市三春町4-1
TEL 0468-26-1848　FAX 0468-26-1849

大和観光グループ
　株式会社ジェム
　神戸サウナ＆スパ

代表取締役会長　米 田 利 勝
〒660-0011 神戸市中央区下山手通2-2-10

TEL 078-322-1126

株式会社ワンディ・スパ

代表取締役　中 村 惠 一
〒060-0005 札幌市中央区北五条西2-5
JR タワーオフィスプラザさっぽろ9F
TEL 011-209-5191　FAX 011-209-5190

株式会社ウェルビー

代表取締役　米 田 行 孝

〒460-0008 名古屋市中区栄3丁目27番 33号
TEL 052-261-1401

ニュージャパン観光株式会社

代表取締役社長　中 野 憲 一
代表取締役副社長　中 野 佳 則

〒542-0071 大阪市中央区道頓堀2丁目3-28
TEL 06-6211-0833（代）

　　　　　アサヒビール株式会社

代表取締役社長　池 田 弘 一
〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋1-23-1

TEL 03-5608-5222
FAX 03-5608-7112

代表取締役社長　伊ヶ﨑征一
〒104-0061 東京都中央区銀座3丁目11-15 第5中山ビル

TEL 03-3542-0335　FAX 03-3542-1334
E-mail：igasaki@metos.co.jp

キリンビール株式会社

代表取締役社長　荒蒔康一郎
〒104-0033 東京都中央区新川2-10-1

TEL 03-5540-3411（代）

アジア総合企業株式会社

代 表 取  締  役 井 上 義 三
取締役事業部長 井 上 徹 哉
取締役池袋プラザ支配人 井 上 智 也

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-12-3
TEL 03-3590-7770（代）

正交観光株式会社
小倉サウナプラザ駅前店

代表取締役　林 　 み ど り
〒802-0006 北九州市小倉北区魚町1-5-14

TEL 093-531-0087　フロント 093-521-0038
FAX 093-551-7197

http://www.sauna-plaza.com
E-mail：plaza@da_mbn.or.jp

施設再興と共生

支　配　人　星 山 み ど り
http://www.new-wing.com

貝印グループ

代表取締役社長　遠 藤 宏 治

〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110
TEL 0575-28-3131

株式会社エーワン

代表取締役　鈴 木 　 明
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-8-1

新宿セブンビル1004号
TEL 03-3354-1044

　　 株式会社フジ

代表取締役　横 山 明 久
本　　社　〒160-0013 荒川区西日暮里3-16-12 フジビル

TEL 03-5850-4555（代）　FAX 03-3807-5252
大阪支店　〒530-0003 大阪市北区堂島2-2-22 永和ビ3F

TEL 06-6345-0211（代）　FAX 06-6345-7688
URL：http://www.fuji-ya.co.jp/

文英堂印刷株式会社

代表取締役　畑 井 健 良
〒104-0042 東京都中央区入船1-9-10

TEL 03-3552-5811（代）　FAX 03-3552-7609

Σ株式会社シグマパル

代表取締役社長　高 柳 健 介
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-5-15 昇賢ビル

TEL 03-3271-3000　FAX 03-3271-2990
E-mail：info@sigma-pal.co.jp

URL：http://www.sigma-pal.co.jp

和協産業株式会社

代表取締役　石 谷 道 生
〒100-0006　東京都千代田区有楽町2丁目1番 1号

TEL 03-5510-0781（代）　FAX 03-5510-0780
http://www.wakyo.co.jp



ライフタイムズ株式会社

代表取締役社長　中野善治朗

〒530-0027 大阪市北区堂山町9-5
TEL 06-6314-2186（代）　FAX 06-6314-3367

株式会社帯広サウナ

代表取締役　佐 藤 有 宏

〒080-0010 帯広市大通南18丁目11
TEL 0155-23-5757　FAX 0155-23-5581

E-mail：home-310@m2.octv.ne.jp

東洋健康ランド株式会社

代表取締役　岡 﨑 治 樹
本　社　〒460-0022 名古屋市中区金山1丁目2-13

TEL 052-322-2241（大代表）
岐阜店　〒500-8356 岐阜市六条江東3丁目5-2

TEL 058-272-1718
富山店　〒931-8325 富山市城川原1-1

TEL 076-438-0005

株式会社冨士商事
サウナ＆カプセル フジ 栄
リラクゼーション スパ アペゼ

代表取締役　森 　 信 仁
〒460-0003 名古屋市中区錦3-22-31

TEL 052-962-5011

株式会社トーセン

代表取締役　林  浩 美
ラドン＆サウナ東泉

〒110-0005 台東区上野2-14-26
TEL 03-3831-1322（代）

サウナ＆カプセル 大東洋
サウナ＆カプセル アムザ
リラックスプラザ 十三サウナ

代表取締役　洪 里 勝 信
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-1-9

TEL 06-6312-7521

三蔵商事株式会社
相模健康センター

取締役社長　岡 村 篤 秀
本　社　〒228-0004 神奈川県座間市東原3-15-7

TEL 046-252-0588　直通 046-252-2048
FAX　046-252-8601

E-mail：a.okamura@yunoizumi.com

（社）日本サウナ協会岡山県支部

会　　　長　松 田 次 雄

〒700-0904 岡山市柳町1-13-21
TEL 086-233-7351　FAX 086-221-1647

株式会社麹町リバース

代表取締役　今 井 美 千 代

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2-12
TEL 03-3262-7561（代）

アサヒ株式会社

代表取締役　大 賀 康 弘
本　社　〒533-0013 大阪市東淀川区豊里5-8-22

TEL 06-6329-5181（代）　FAX 06-6329-5185
東　京　〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-15

TEL 03-3568-6801（代）　FAX 03-3568-6805
http://www.asahi-osk.com/
E-mail　info@asahi-osk.com

ＮＩＫグループ
株式会社日中医療会

代表取締役　片 山 英 之
〒228-0811 相模原市東林間5-3-9

TEL 042-748-1500

株式会社トリリオン

代表取締役 木 地 本 朋 奈

〒141-0032 東京都品川区大崎3-6-4 トキワビル4F
TEL 03-5434-7741（代）

代表取締役社長　正 木 清 文
株式会社スパ・さやま
〒589-0032 大阪府大阪狭山市岩室1-334-1

TEL 072-366-2525　FAX 072-366-2777
URL　http://www.haikaramura.co.jp

オアシスサウナ アスティル
〒105-0004　東京都港区新橋3-12-3

TEL 03-5401-0356　http://www.ps-astil.co.jp

ドルミティーナ・スパ
〒105-0004 東京都港区新橋3-12-3 5F
TEL 03-5401-0584　 http://www.ps-astil.co.jp/dormitina/

国際グランプリ受証　　社会文化功労賞受証
全国マッサージ派遣業　九州サウナ協会賛助会員

有限会社九州療院

代 表 取 締 役 　谷 川 　 弘
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-23-3 東急ドエルアルス天神208

TEL 092-711-8821　FAX 092-711-8872
携帯 090-9793-7771



●設備全般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中山産業㈱ TEL 03-3542-0573
㈱コトブキ TEL 東 京 03-5280-5650

大 阪 06-6443-8833
㈱トリリオン TEL 03-5434-7741
ヒサモト産業㈱ TEL 03-3308-8003
不二熱学工業㈱ TEL 03-3574-1644
㈱東京光商事 TEL 03-3857-1111
㈱データサポート TEL 03-3760-7041
㈱フジ TEL 03-5850-4555
㈲ステージ TEL 052-249-6860
㈲オアシス ジス カンパニー TEL 0973-24-1885
北海道オリンピア㈱ TEL 011-786-9292

●温浴用品全般・・・資生堂プロフェッショナル ㈱ TEL 03-6218-7946
貝印カミソリ㈱ TEL 0575-28-3136
㈱和泉屋 TEl 052-231-5017
ニシカワヤ㈱ TEL 052-412-3059
㈱アンドウコーポレーション TEL 052-795-2322
アサヒ㈱ TEL　本 社 06-6329-5181

東 京 03-3568-6801
㈱ホウエイ TEL 092-633-3933
シック・ジャパン㈱ TEL 03-5487-6801
㈱日祥商会 TEL 03-3974-0711
㈲効仙薬湯本舗 TEL 046-251-7566
㈱丸繊 TEL 092-504-2001
㈱ウィークエンドホームズ社 TEL 03-5302-3390
㈱千代田 TEL 052-331-3110

●飲料関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大塚製薬㈱ TEL 03-3293-3218
キリンビール㈱ TEL 06-6447-7120
㈱ヤクルト本社 TEL 03-3574-8946
アサヒビール㈱ TEL 03-3563-5721
さつま郷本舗㈱ TEL 099-229-1116

●委託派遣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・㈱日中医療会 TEL 042-748-1500
㈲海東 TEL 048-529-7205
㈱クララボディクリーン TEL　名古屋 052-541-7207

東　京 03-3820-4313
㈱エーワン TEL 03-3354-1044
㈲ライフスペース TEL 03-5361-7061
ニュージャパン・スパサポート ㈱ TEL 06-6543-7566

●健康機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・㈱日本ブライダルセンター TEL 03-3242-0300
㈱プレジャー TEL 03-3351-9071

●POS顧客管理関連・・・・・㈱ピアソン TEL 03-3401-6911
NECネクサソリューションズ ㈱ TEL 03-5730-5172
ソフトシアター㈱ TEL 03-3233-2353
㈱リゾートPOS研究所 TEL 03-3681-4126
㈱フューチャー TEL 0776-52-3233

●保険全般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・AIU 保険会社 TEL 06-4391-1000
大和生命保険㈱ TEL 03-3508-5325
あんしん財団 　TEL 048-524-2842

●出版・印刷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・文英堂印刷㈱ TEL 03-3552-5811
㈱天賞堂 TEL 03-3561-0101
綜合ユニコム㈱ TEL 03-3563-0031
飛鳥出版㈱ TEL 03-3295-6343

会　　長　　中野　憲一
副 会 長　　深田　初王
　　　　　　佐藤　有宏
　　　　　　岡﨑　治樹
専務理事　　中野善治朗
常務理事　　織茂　明彦
　　　　　　米田　利勝
理　　事　　北村　和男
　　　　　　尾崎　　明
　　　　　　植田　理彦
　　　　　　阿戸　健次
　　　　　　洪里　勝信
　　　　　　中村　惠一
　　　　　　林　　浩美
　　　　　　森　　信仁
　　　　　　米田　行孝
　　　　　　鄭　　忠和
　　　　　　星　　虎男
　　　　　　平井　要子
　　　　　　蜂谷　正明
監　　事　　大江　晋也
　　　　　　山野　克己
評 議 員　　大場三基男
　　　　　　岩田　彰益
　　　　　　松村　譲裕
　　　　　　木所　勝邦
　　　　　　吉田　和雄
　　　　　　服部　由明
　　　　　　小巻　公平
　　　　　　金　　憲碩
　　　　　　津村　達也
　　　　　　佐野　幸男
　　　　　　洪　　明雄
　　　　　　中野　佳則
　　　　　　石垣　栄二
　　　　　　岩元　義正
　　　　　　松田　次雄
　　　　　　綾　　　猛
　　　　　　藤本　勇次
　　　　　　粟林　　忍
　　　　　　野口　幸夫
　　　　　　足立　政則
　　　　　　坂東　　篤
　　　　　　西野　憲保
　　　　　　新垣　清徳
　　　　　　伊ヶ崎征一
　　　　　　西川　広樹
　　　　　　大賀　康弘
　　　　　　岡田　友悟
　　　　　　木地本朋奈
事務局長　　若林　幹夫

北海道支部
　　会　　長　佐藤　有宏
　　事務局長　小比賀幸雄
東北支部
　　会　　長　熊谷　憲一
埼玉県支部
　　会　　長　阿戸　健次
　　事務局長　大角　健滋
東京都支部
　　会　　長　林　　浩美
　　事務局長　小野瀬一則
神奈川県支部
　　会　　長　織茂　明彦
　　事務局長　山田　　篤
北陸支部
　　事務局長　米田　耕蔵
愛知県支部
　　会　　長　森　　信仁
　　事務局長　和田　秀暢
京滋支部
　　会　　長　洪　　明雄
　　事務局長　菊　　一郎
関西支部
　　会　　長　洪里　勝信
　　事務局長　土肥　英雄
兵庫県支部
　　会　　長　米田　利勝
　　事務局長　本田伊左夫
岡山県支部
　　会　　長　松田　次雄
　　事務局長　多田　俊昭
広島県支部
　　会　　長　綾　　　猛
　　事務局長　森兼　克彦
四国支部
　　会　　長　深田　初王
福岡県支部
　　会　　長　野口　幸夫
　　事務局長　斉藤　健治
九州ブロック
　　会　　長　山田　淳雄
　　事務局長　蜂谷　正明
宮崎県支部
　　会　　長　坂東　　篤
　　事務局長　大山　明史
鹿児島県支部
　　会　　長　西野　憲保
　　事務局長　有村　悦子
沖縄県支部
　　会　　長　新垣　清徳
　　事務局長　新垣　聖子
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