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                                                【22.9.10現在】 

エリア 氏 名 居住地 得意な指導分野 資格 

北海道（10名） 

松田奈津季 札幌市 エコ封筒、高齢者との文通 

初級 

西本さゆり 札幌市 高齢者との文通 

釣岡 紀子 札幌市 季節のおたよりやお礼状 

佐藤美和子 札幌市 季節のおたよりやお礼状 

鈴木恵美子 札幌市 エコ封筒、高齢者との文通 

谷内   茂 札幌市 絵手紙 

二ツ山政治 札幌市 
絵封筒、おもしろ郵便、国内

文通 

石黒 健司 札幌市 季節のおたよりやお礼状 

中村万里子 北広島市 季節のおたよりやお礼状 

斉藤 雪江 苫小牧市 おもしろ手紙 

東  北（12名） 

鎌田奈緒子 秋田市 
おもしろ手紙、はがきによる

懸賞応募 
初級 

大塚 幸絵 秋田市 おもしろ手紙 中級 

木村 美香 宮城県仙台市 
絵手紙、絵封筒、おもしろ手

紙 

初級 

熊谷 久子 宮城県仙台市 
おもしろ手紙、季節のおたよ

りやお礼状 

土生 良枝 宮城県仙台市 絵手紙 

早坂 睦子 宮城県仙台市 
絵手紙、絵封筒、消しゴム

印、むすび丸はがき 

小野登紀子 宮城県仙台市 おもしろ手紙 

三浦   眞 宮城県柴田郡 おもしろ手紙 

南生 清子 宮城県大崎市 絵手紙 

久保原六郎 宮城県大崎市 絵手紙 

佐藤るり子 福島県いわき市 絵手紙、おもしろ手紙 

飛田  操 福島県郡山市 おもしろ手紙、レクゲーム 中級 

関  東（17名） 

 

金谷 絹江 群馬県太田市 絵手紙、おもしろ手紙 中級 

鈴木 重徳 茨城県石岡市 レクゲーム、話し合い 
初級 

長塚 良美 茨城県稲敷郡 レクゲーム 

田原 晶子 埼玉県さいたま市 おもしろ手紙 中級 

阪本 里美 埼玉県さいたま市 絵手紙 中級 

清水 洋生 埼玉県越谷市 レクゲーム 

初級 

矢萩ます子 埼玉県熊谷市 おもしろ手紙、切り絵もどき 

大熊  淳 埼玉県北本市 海外文通 

冨澤  忍 千葉市 レクゲーム、話し合い 

平木  彩 千葉市 レクゲーム、話し合い 

白川 一代 千葉県流山市 絵封筒 

土屋 千紗 千葉県市川市 海外文通 

佐藤 和江 千葉県船橋市 
絵手紙、絵封筒、高齢者との

文通、レクゲーム 
中級 

吉井  弘 千葉県佐倉市 絵封筒、おもしろ手紙 初級 



  

 

エリア 氏 名 居住地 得意な指導分野 資格 

 矢部 玲子 千葉県佐倉市 絵手紙 中級 

吉井 弘 千葉県佐倉市 絵封筒、おもしろ手紙 
初級 

工藤 千春 千葉県富津市 海外文通 

南関東（6名） 

糸数冨美江 神奈川県横浜市 絵封筒、おもしろ手紙 

初級 

山内美和子 神奈川県横浜市 イラスト 

伊藤 聖子 神奈川県川崎市 

絵手紙、絵封筒、おもしろ手

紙、高齢者との文通、レク

ゲーム 

高橋 裕子 神奈川県茅ヶ崎市 絵手紙、絵封筒 

竹下 惠里 神奈川県小田原市 おもしろ手紙 

佐々塚ゆかり 神奈川県横須賀市 レクゲーム、話し合い 

東 京 

（20名） 

吉田 信之 杉並区 レクゲーム 

初級 
田矢奈緒子 文京区 絵封筒 

小野美恵子 品川区 絵手紙 

押久保政樹 品川区 絵封筒、海外文通 

杉野 文香 目黒区 おもしろ手紙 中級 

白石 好恵 目黒区 ＰＣを利用してのカード 

初級 

青木キイこ 渋谷区 
絵封筒、おもしろ手紙、海外

文通 

橋口  豪 板橋区 海外文通 

飯島賢太郎 練馬区 おもしろ手紙、切手貼り絵 

後藤 恵美 練馬区 ＰＣを利用してのカード 

浅田  舞 葛飾区 おもしろ手紙、海外文通 

塩原 里美 足立区 絵手紙 

亀井 健二 町田市 絵封筒 

小坂きみ子 府中市 絵手紙 

篠崎美和子 府中市 絵手紙 

青柳 雄造 府中市 レクゲーム、話し合い 

青柳 圭子 府中市 レクゲーム、話し合い 

嶋村 隆一 あきるの市 絵封筒 

松鳥 むう 八王子市 
イラスト、オリジナルレター、

旅先からの手紙 

國重  暢 東久留米市 絵手紙 

信 越（5名） 

石塚  猛 新潟県佐渡市 絵手紙 

初級 

小林 節子 長野市 絵手紙 

東城 日出子 長野県松本市 おもしろ手紙 

小岩井 聡美 長野県上田市 おもしろ手紙 

秋山 公子 長野県飯田市 絵手紙、おもしろ手紙 

北 陸（5名） 

山崎美佐子 石川県金沢市 絵手紙 

初級 
釜田 和子 石川県かほく市 絵手紙 

毛利 康子 石川県鹿島郡 

絵手紙、絵封筒、おもしろ手

紙、高齢者との文通、レク

ゲーム 
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向川 良子 福井市 絵手紙、おもしろ手紙 

初級 
小南千恵子 福井県あわら市 おもしろ手紙 

東 海（3名） 

西田 信子 愛知県名古屋市 海外文通 中級 

酒向 深雪 愛知県名古屋市 
海外文通、字手紙、レクゲー

ム 初級 

細江 美貴 岐阜市 おもしろ手紙 

近 畿（2１名） 

矢野 球枝 滋賀県長浜市 絵手紙 

初級 
小浦  太 滋賀県東近江市 おもしろ手紙 

奥野 幸子 和歌山市 
おもしろ手紙、高齢者との文

通 

松村美左子 京都市 おもしろ手紙 中級 

藤田  朝子 京都府福知山市 絵手紙、絵封筒 

初級 

湯浅 光高 大阪市 レクゲーム 

木戸 勝代 大阪市 絵手紙 

荻野 美佐子 大阪市 絵手紙 

山﨑 永子 大阪市 絵手紙、布絵 

藤田 恵美子 大阪市 絵手紙 

山内 教子 大阪市 絵手紙 

本間 千賀 大阪市 レクゲーム、話し合い 

山本 スミ子 大阪府堺市 絵手紙、高齢者との文通 

新堂 恵子 大阪府堺市 絵封筒、おもしろ手紙 初級 

椎木 良枝 大阪府河内長野市 絵手紙、高齢者との文通 中級 

山﨑 直子 大阪府岸和田市 おもしろ手紙、レクゲーム 

初級 久保 和美 大阪府柏原市 
絵手紙、絵封筒、押し花はが

き 

高辻 大輔 奈良県大和郡 海外文通、レクゲーム 

丸山権三郎 兵庫県神戸市 
絵手紙、絵封筒、おもしろ手

紙 中級 

長谷川輝文 兵庫県姫路市 おもしろ手紙 初級 

芝原小百合 兵庫県三田市 おもしろ手紙 中級 

中 国（3名） 

横山 清子 広島市 おもしろ手紙 

初級 
坪井みどり 岡山県倉敷市 おもしろ手紙 

永見 繁徳 島根県松江市 
おもしろ手紙、切手やポスト

のお話 

四 国（5名） 

入口 高士 愛媛県松山市 海外文通、レクゲーム 

初級 

山下 順子 愛媛県松山市 国内文通 

増成 理恵 愛媛県西条市 海外文通、おもしろ手紙 

笠井 千代 徳島県小松島市 絵手紙、おもしろ手紙 

里   稔 香川県高松市 国内文通 

九州（9名） 

江口 るみ 福岡県筑後市 おもしろ手紙 

初級 
中島 義基 福岡県久留米市 版画 

長副 博臣 福岡県田川郡 絵手紙、写真文通 

松下 ゆみ 熊本市 おもしろ手紙、エコはがき 
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河津 嘉晃 熊本市 字手紙、ＰＣを使った手紙 

初級 

倍  澄香 熊本県上益城郡 絵手紙 

井立由貴子 熊本県天草郡 海外文通 

安部 友子 大分市 心を伝える手書きのはがき 

川久保 直美 大分県竹田市 絵封筒、おもしろ手紙 

沖 縄（2名） 

伊波 里夏 中頭郡 海外文通 

初級 
酒井 由利 宮古島市 

絵手紙、おもしろ手紙、エコ

はがき、文香 

合 計（１１８名）    

 


