
番号 地区名
支部
番号 支部名 担当等 学校名 職名 氏名 ふりがな 〒 所在地 電話 FAX

1 淡　路 45 淡路高 会  長 兵庫県立洲本高等学校 校長 宮地　博己 みやち　ひろき 656-0053 洲本市上物部２丁目８－５ 0799-22-1550 0799-22-3494

2 淡  路 43 淡　路 副会長 淡路市立志筑小学校 校長 砂川　　朗 すながわ　あきら 656-2131 淡路市志筑1578 0799-62-0051 0799-62-0016

3 淡  路 43 淡　路 副会長 淡路市立津名中学校 校長 那倉　康知 なくら　やすとも 656-2224 淡路市大谷1003 0799-64-0521 0799-64-2011

4 但  馬 36 豊   岡 事務局長 豊岡市立竹野中学校 校長 赤松　  直 あかまつ　ただし 669-6201 豊岡市竹野町竹野２０５６ 0796-47-0035 0796-47-0603

5 但  馬 37 香　 美
事務局次長
兼 会計部長

香美町立柴山小学校・柴山幼稚園 校園長 中田 　 斉 なかた　ひとし 669-6432 美方郡香美町香住区上計３４番地 0796-37-0351 0796-39-2107

6 神　戸 1 神戸小 総務部長 神戸市立糀台小学校 教諭 豊泉　理恵 とよいずみ　りえ 651-2273 神戸市西区糀台3丁目32‐１ 078-991-1635 078-991-1636

7 神　戸 1 神戸小 研究部 神戸市立高丸小学校 教諭 山下　佳子 やました　よしこ 655-0014 神戸市垂水区大町2-6-9 078-707-8877 078-707-8878

8 神　戸 1 神戸小 研究部 神戸市立舞多聞小学校 教諭 榊原　寿子 さかきばら　ひさこ 655-0051 神戸市垂水区舞多聞西 5丁目11ー12 078-787-3700 078-787-3701

9 神　戸 1 神戸小 総務部 神戸市立西舞子小学校 教諭 戸田　多佳子 とだ　たかこ 655-0049 神戸市垂水区狩口台３丁目１－２ 078-781-0004 078-781-0005

10 神　戸 2 神戸中 総務部 神戸市立押部谷中学校 教諭 中村　健太 なかむら　けんた 651-2212 神戸市西区押部谷町押部字吉谷７２２番地 078-994-0013 078-994-0031

11 神　戸 2 神戸中 編集部 神戸市立大原中学校 教諭 三次　智暉 みよし　ともき 651-1222 神戸市北区大原１丁目１９番地 078-581-6661 078-581-6662

12 神　戸 3 神戸高 総務部 兵庫県立舞子高校 教諭 幾田　かをり いくた　かをり 655-0004 神戸市垂水区学が丘３－２ 078-783-5151 078-783-5152

13 阪　神 4 尼   崎 総務部 尼崎市立武庫北小学校 教諭 古川　　侑 ふるかわ　ゆき 661-0046 尼崎市常松2-14-1 06-6431-5100 06-6431-5135

14 阪　神 5 西　 宮 総務部 西宮市立東山台小学校 教諭 濱田　恵美 はまだ　めぐみ 669-1133 西宮市東山台２丁目８－２ 0797-61-3420 0797-61-1848

15 阪　神 6 芦　屋 研究部 芦屋市立精道中学校 教諭 市橋　昌己 いちはし　まさみ 659-0024 芦屋市南宮町9-7 0797-32-1121 0797-32-5791

16 阪　神 9 川　西 研究部 川西市立久代小学校 教諭 野木　華穂 のぎ　かほ ６６６－００２４ 川西市久代３－２７－９ ０７２－７５９－３１３２ ０７２－７５９－３２６７

17 阪　神 10 川　辺 研究部 猪名川町立つつじが丘小学校 教諭 飯田　香代子 いいだ　かよこ ６６６－０２４５ 猪名川町つつじが丘１－４５ ０７２－７６６－６６６７ ０７２－７６６－６６６８

18 阪　神 11 三　 田 研究部長 三田市立すずかけ台小学校 教諭 森安　修子 もりやす　のぶこ 669-1324 三田市すずかけ台２－４５ 079-565-0081 079-565-0082

19 丹　波 15 丹波高 総務部 兵庫県立北摂三田高等学校 臨時実習助手 稲葉　弥生 いなば　やよい 669-1545 三田市狭間が丘1-1-1 079-563-6711 079-563-6712

20 播磨東 17 加古川 会計部 加古川市立浜の宮小学校 教諭 小川　由香 おがわ　ゆか 675-0022 加古川市尾上町口里770-37 0794-23-2440 0794-23-2473

21 播磨東 17 加古川 会計部 加古川市立上荘小学校 教諭 久米　小百合 くめ　さゆり 675-1216 加古川市上荘町都染400 0794-28-2044 0794-28-3319

22 播磨東 21 小野 研究部 小野市立小野中学校 教諭 中井　友子 なかい　ゆうこ 675-1372 小野市本町６１２ 0794-63-2720 0794-63-2721

23 播磨東 22 加西 研究部 加西市立加西中学校 教諭 藤原　亮太 ふじわら　りょうた 675-2104 加西市上宮木町524 0790-49-0200 0790-49-1576

24 播磨東 23 加　東 編集部 加東市立東条西小学校 教諭 魚住　美穂 うおずみ　みほ 673ｰ1334 加東市吉井298 0795-46-0044 0795-46-0894

25 播磨東 25 加　 古 研究部 稲美町立稲美中学校 教諭 中谷　美砂子 なかたに　みさこ 675-1113 加古郡稲美町岡2075－1 079-492-4400 079-492-4402

26 播磨東 26 播磨東高 編集部 兵庫県立高砂南高等学校 教諭 芦谷　進 あしたに　すすむ 676-0025 高砂市西畑2丁目1-12 079-443-5900 079-443-5901

27 播磨西 27 姫　 路 研究部 姫路市立荒川小学校 教諭 上村　恵子 うえむら　けいこ 670-0983 姫路市井ノ口４９－１ 079-298-2754 079-298-6213

28 播磨西 27 姫　 路 編集部長 姫路市立飾磨西中学校 教諭 肥後　若子 ひご　わかこ 672-8071 姫路市飾磨区構　２丁目９３番地 079-235-5878 079-233-3155

29 播磨西 35 播磨西高 会計部 兵庫県立夢前高等学校 教諭 平石　象三 ひらいし　しょうぞう 671-2103 姫路市夢前町前之庄643-1 079-336-0039 079-336-0585

30 播磨西 35 播磨西高 研究部 兵庫県立姫路東高等学校 教諭 石原　善知 いしはら　よしとも 670-0012 姫路市本町68-70 079-285-1166 079-285-1167

31 但   馬 38 新温泉 会計部 新温泉町立浜坂東小学校 主幹教諭 北村　佳子 きたむら　よしこ 669-6722 美方郡新温泉町高末390-1 0796-82-1238 0796-83-2045

32 淡   路 43 淡　路 編集部 淡路市立東浦中学校 教諭 西　香保里 にし　かおり 656-2311 淡路市久留麻2600番地1 0799-74-4113 0799-74-4114

33 淡　路 45 淡路高 総務部 兵庫県立洲本高等学校 主任実習助手 氏田　直美 うじた　なおみ 656-0053 洲本市上物部２丁目８番５号 0799-22-1550 0799-22-3494

34 私　 学 46 私　 学 総務部 甲陽学院中学校 講師 野村　知子 のむら　ともこ 662-0955 西宮市中葭原町2-15 0798-33-5012 0798-33-6010

35 高校司書 高校司書 研究部 兵庫県立芦屋高校 実習助手 下司　右子 げし　ゆうこ 659-0063 芦屋市宮川町６番３号 0797-32-2325 0797-32-2327


