
会長

更埴ブロック長 副会長・長水ブロック長 副会長・高水ブロック長

副委員長 副部長 理　事 副部長 副部長 委員長 副部長 理　事 副部長 理　事 副部長 理　事 副部長 副委員長 理　事 理　事 副委員長 委員長 理　事 委員長

あんず整骨院 堀内接骨院 海野接骨院 相澤整骨院 しのみや接骨院 しまだて整骨院 峯村整骨院 つつみ整骨院 三本柳接骨院 御堂沖山口接骨院 大豆島接骨院 西本接骨院 光和接骨院 春原整骨院 大塚接骨院 みやもと鍼灸 柳澤整骨院 黒岩整骨院 海野接骨院 沼田整骨院 高橋接骨院
脇本　裕 堀内　洋勇 海野　明彦 相澤　幹夫 金児  仁 島立　桂太 【犀南】 堤　慶治 小池　毅 山口　勉 片山　登 西本茅代子 吉原　貴宏 春原　昌弘 大塚　甚造 整骨院 柳澤　貴 黒岩　満男 海野　和仁 沼田　鉄平 高橋　文彦

峯村　和恵 （高橋　誠希） 宮本　義豊 　 　（春吉）  　 　(孝仁)         (恵)
      (冨子) （倉石 雅之）

℡026-213-7751 ℡026-273-3387 ℡026-273-4684 ℡026-272-0185 ℡026-292-6909 ℡026-293-9877 ℡026-284-9225 ℡026-284-5251 ℡026-283-2627 ℡026-228-4688 ℡026-221-2160 ℡026-232-4295 (小林　聖) ℡026-243-4824 ℡026-243-0744 ℡026-232-1281 ℡026-245-2855 ℡026-245-3001 ℡0269-26-0777 ℡0269-65-3310 ℡0269-26-7313
Ｆ026-213-7752 Ｆ026-273-3387 Ｆ026-273-4684 Ｆ026-272-6563 Ｆ026-292-6909 Ｆ026-293-9877 Ｆ026-284-9225 Ｆ026-284-5251 Ｆ026-283-2627 Ｆ026-228-4688 Ｆ026-221-2160 Ｆ026-232-4295 (山田　浩正) Ｆ026-243-4824 Ｆ026-243-0744 Ｆ026-232-1281 Ｆ026-248-7332 Ｆ026-245-3001 Ｆ0269-26-0777 Ｆ0269-65-3310 Ｆ0269-26-7313
FAX連絡不要 ※026-283-2406 ※026-284-0389 ※026-282-5968 (太田　英実) ※0269-22-2319 ※090-3910-4013 （緊急時のみFAX連絡）

(樋口　知行)
(関　真莉奈)

伊藤接骨院 富田整骨院 いなりやま接骨院 滝澤整骨院 松坂整骨院 笹平接骨院 ℡026-234-4114 藤巻整骨院 田中接骨院 増尾接骨院 高島整骨院 藤巻整骨院 高丘接骨院
伊藤　康文 富田　絢也 北村　歩 瀧澤　義人 松坂　佳雄 徳竹　邦彦 Ｆ026-234-4114 丸山　紀幸 藤巻　旭 田中　利幸 増尾　健治 高島　純造 藤巻　雄太 高橋　和也

    

℡0268-82-5388 ℡026-276-5504 ℡026-272-3580 ℡026-278-6767 ℡026-284-5659 ℡026-229-2055 ※026-244-6457 ℡026-244-8067 ℡026-248-0101 ℡026-282-4764 ℡026-248-0687 ℡0269-62-2747 ℡0269-22-7890
Ｆ0268-82-5388 Ｆ026-276-5639 Ｆ026-272-3580 ＦＡＸなし Ｆ026-284-5659 Ｆ026-229-2055 連絡不要 Ｆ026-244-8067 Ｆ026-248-0101 ＦＡＸなし Ｆ026-248-3768 Ｆ0269-62-2747 Ｆ0269-22-7890

※026-274-2448 ※026-284-2395 ※0269-22-8393

大井整骨院 平林接骨院 金児整骨院 中澤整骨院 大滝接骨院 山崎接骨院
大井　明彦 平林　忠雄 金児　清次 中澤袈裟春 大滝　弘子 山崎　和久 藤巻　靖享

(修二)　
(陽子)　

℡026-405-4771 ℡026-276-1922 ℡026-278-2353 ℡026-284-8004 ℡026-235-4775 ℡026-248-4689 ℡0269-65-2226
Ｆ026-405-4771 Ｆ026-276-1922 Ｆ026-278-2353 Ｆ026-284-8064 Ｆ026-235-4776 Ｆ026-248-4689 Ｆ0269-65-2226

宮沢整骨院 白井整骨院
宮澤　隆一 白井　信行

　　　（芳宜）

℡026-232-7705 ℡026-257-5503
Ｆ026-235-3064 Ｆ026-257-5503
※026-235-3064

中山　清隆
℡026-272-1878
Ｆ026-272-1885
※026-272-0108

田中　健一
℡026-259-0909
Ｆ026-259-0909

桧山　治
℡026-243-8088
Ｆ026-243-8088

瀧澤　哲也
℡026-286-7488
Ｆ026-286-7488

総務部

塚田　 剛
℡026-272-8811
Ｆ026-272-8811

高原　義勝
℡026-293-7064
Ｆ026-293-7089

峯村　和恵
℡026-284-9225
Ｆ026-284-9225

大月　康彦
℡026-286-7773
Ｆ026-286-7773

中山　清隆
℡026-272-1878
Ｆ026-272-1885
※026-272-0108

脇本　裕
℡026-213-7751
Ｆ026-213-7752

篠﨑　裕一
℡026-263-4738
Ｆ026-263-4740

宮崎　剛
℡026-234-6915
Ｆ026-234-6915

更埴ＦＡＸ-Ｉ

平成29・30年度 北信接骨師会FAX連絡網
平成30年12月17日現在 

総務部

春原　昌弘
℡026-243-4824
Ｆ026-243-4824

高橋　誠希
℡026-234-4114
Ｆ026-234-4114

宮本　義豊
℡026-232-1281
Ｆ026-232-1281

林　哲也
℡026-282-6180
Ｆ026-282-6180

井出　和光
℡026-243-7533
Ｆ026-243-7404

小島　弘光
℡026-259-7577
Ｆ026-259-7577

端山　千草
℡026-241-3168
Ｆ026-241-3168

鶴田　隆
℡0269-26-6906
Ｆ050-75308469

小橋　義彦
℡0269-38-3426
Ｆ0269-38-3426

西條  賢治
℡026-226-2857
Ｆ026-226-2857

西條　義明
℡026-248-3163
Ｆ026-248-3163

 ※・・自宅

(　)は準会員

℡・・診療所

Ｆ・・ＦＡＸ

総務部

布施谷貴博
℡0269-26-5786
Ｆ0269-26-5786

松本　毅
℡0269-22-3700
Ｆ0269-26-1152

更埴ＦＡＸ-Ａ 高水ＦＡＸ-Ｃ高水ＦＡＸ-Ｂ高水ＦＡＸ-Ａ長水ＦＡＸ-Ｆ長水ＦＡＸ-Ｅ長水ＦＡＸ-Ｄ長水ＦＡＸ-Ｃ長水ＦＡＸ-Ｂ長水ＦＡＸ-Ａ更埴ＦＡＸ-Ｈ更埴ＦＡＸ-Ｇ更埴ＦＡＸ-Ｆ更埴ＦＡＸ-Ｅ更埴ＦＡＸ-Ｄ 高水ＦＡＸ-Ｆ高水ＦＡＸ-Ｅ高水ＦＡＸ-Ｄ更埴ＦＡＸ-Ｃ更埴ＦＡＸ-Ｂ



平成29年12月22日現在 

会長

更埴ブロック長

副委員長 副部長 理　事 副部長 副部長 委員長 副部長 理　事 副部長

あんず整骨院 堀内接骨院 海野接骨院 相澤整骨院 しのみや接骨院 しまだて整骨院 峯村整骨院 つつみ整骨院 三本柳接骨院

脇本　裕 堀内　洋勇 海野　明彦 相澤　幹夫 金児  仁 島立　桂太 【犀南】 堤　慶治 小池　毅

峯村　和恵

      (冨子)

℡026-213-7751 ℡026-273-3387 ℡026-273-4684 ℡026-272-0185 ℡026-292-6909 ℡026-293-9877 ℡026-284-9225 ℡026-284-5251 ℡026-283-2627

Ｆ026-213-7752 Ｆ026-273-3387 Ｆ026-273-4684 Ｆ026-272-6563 Ｆ026-292-6909 Ｆ026-293-9877 Ｆ026-284-9225 Ｆ026-284-5251 Ｆ026-283-2627

FAX連絡不要 ※026-283-2406 ※026-284-0389

伊藤接骨院 富田整骨院 いなりやま接骨院 滝澤整骨院 松坂整骨院

伊藤　康文 富田　絢也 北村　歩 瀧澤　義人 松坂　佳雄

℡0268-82-5388 ℡026-276-5504 ℡026-272-3580 ℡026-278-6767 ℡026-284-5659

Ｆ0268-82-5388 Ｆ026-276-5639 Ｆ026-272-3580 ＦＡＸなし Ｆ026-284-5659

※026-274-2448 ※026-284-2395

大井整骨院 平林接骨院 金児整骨院 中澤整骨院

大井　明彦 平林　忠雄 金児　清次 中澤袈裟春

℡026-405-4771 ℡026-276-1922 ℡026-278-2353 ℡026-284-8004

Ｆ026-405-4771 Ｆ026-276-1922 Ｆ026-278-2353 Ｆ026-284-8064

更埴ＦＡＸ-Ｉ

平成29・30年度 北信接骨師会FAX連絡網

総務部

井出　和光
℡026-243-7533
Ｆ026-243-7404

脇本　裕
℡026-213-7751
Ｆ026-213-7752

峯村　和恵
℡026-284-9225
Ｆ026-284-9225

端山　千草
℡026-241-3168
Ｆ026-241-3168

大月　康彦
℡026-286-7773
Ｆ026-286-7773

平成30年12月17日現在 

 ※・・自宅

(　)は準会員

℡・・診療所

Ｆ・・ＦＡＸ

中山　清隆
℡026-272-1878
Ｆ026-272-1885
※026-272-0108

西條  賢治
℡026-226-2857
Ｆ026-226-2857

中山　清隆
℡026-272-1878
Ｆ026-272-1885
※026-272-0108

瀧澤　哲也
℡026-286-7488
Ｆ026-286-7488

塚田　 剛
℡026-272-8811
Ｆ026-272-8811

高原　義勝
℡026-293-7064
Ｆ026-293-7089

更埴ＦＡＸ-Ａ 更埴ＦＡＸ-Ｈ更埴ＦＡＸ-Ｇ更埴ＦＡＸ-Ｆ更埴ＦＡＸ-Ｅ更埴ＦＡＸ-Ｄ更埴ＦＡＸ-Ｃ更埴ＦＡＸ-Ｂ



会長

副会長・長水ブロック長

理　事 副部長 理　事 副部長 副委員長 理　事

御堂沖山口接骨院 大豆島接骨院 西本接骨院 光和接骨院 春原整骨院 大塚接骨院

山口　勉 片山　登 西本茅代子 吉原　貴宏 春原　昌弘 大塚　甚造

（高橋　誠希）

（倉石 雅之）

℡026-228-4688 ℡026-221-2160 ℡026-232-4295 (小林　聖) ℡026-243-4824 ℡026-243-0744

Ｆ026-228-4688 Ｆ026-221-2160 Ｆ026-232-4295 (山田　浩正) Ｆ026-243-4824 Ｆ026-243-0744

※026-282-5968 (太田　英実)

(樋口　知行)

(関　真莉奈)

笹平接骨院 ℡026-234-4114 藤巻整骨院

徳竹　邦彦 Ｆ026-234-4114 丸山　紀幸 藤巻　旭

    

℡026-229-2055 ※026-244-6457 ℡026-244-8067

Ｆ026-229-2055 連絡不要 Ｆ026-244-8067

大滝接骨院

大滝　弘子

(修二)　

(陽子)　

℡026-235-4775

Ｆ026-235-4776

宮沢整骨院 白井整骨院

宮澤　隆一 白井　信行

　　　（芳宜）

℡026-232-7705 ℡026-257-5503

Ｆ026-235-3064 Ｆ026-257-5503

※026-235-3064

平成29・30年度 北信接骨師会FAX連絡網

篠﨑　裕一
℡026-263-4738
Ｆ026-263-4740

 ※・・自宅

(　)は準会員

℡・・診療所

Ｆ・・ＦＡＸ

西條  賢治
℡026-226-2857
Ｆ026-226-2857

高橋　誠希
℡026-234-4114
Ｆ026-234-4114

宮崎　剛
℡026-234-6915
Ｆ026-234-6915

総務部

桧山　治
℡026-243-8088
Ｆ026-243-8088

春原　昌弘
℡026-243-4824
Ｆ026-243-4824

小島　弘光
℡026-259-7577
Ｆ026-259-7577

平成30年12月17日現在 

田中　健一
℡026-259-0909
Ｆ026-259-0909

長水ＦＡＸ-Ｆ長水ＦＡＸ-Ｅ長水ＦＡＸ-Ｄ長水ＦＡＸ-Ｃ長水ＦＡＸ-Ｂ長水ＦＡＸ-Ａ



会長

副会長・高水ブロック長

理　事 副委員長 委員長 理　事 委員長

みやもと鍼灸 柳澤整骨院 黒岩整骨院 海野接骨院 沼田整骨院 高橋接骨院

整骨院 柳澤　貴 黒岩　満男 海野　和仁 沼田　鉄平 高橋　文彦

宮本　義豊 　 　（春吉）  　 　(孝仁)         (恵)

℡026-232-1281 ℡026-245-2855 ℡026-245-3001 ℡0269-26-0777 ℡0269-65-3310 ℡0269-26-7313

Ｆ026-232-1281 Ｆ026-248-7332 Ｆ026-245-3001 Ｆ0269-26-0777 Ｆ0269-65-3310 Ｆ0269-26-7313

※0269-22-2319 ※090-3910-4013 （緊急時のみFAX連絡）

田中接骨院 増尾接骨院 高島整骨院 藤巻整骨院 高丘接骨院

田中　利幸 増尾　健治 高島　純造 藤巻　雄太 高橋　和也

℡026-248-0101 ℡026-282-4764 ℡026-248-0687 ℡0269-62-2747 ℡0269-22-7890

Ｆ026-248-0101 ＦＡＸなし Ｆ026-248-3768 Ｆ0269-62-2747 Ｆ0269-22-7890

※0269-22-8393

山崎接骨院

山崎　和久 藤巻　靖享

℡026-248-4689 ℡0269-65-2226

Ｆ026-248-4689 Ｆ0269-65-2226

西條  賢治
℡026-226-2857
Ｆ026-226-2857

 ※・・自宅

(　)は準会員

℡・・診療所

Ｆ・・ＦＡＸ

平成29・30年度 北信接骨師会FAX連絡網

鶴田　隆
℡0269-26-6906
Ｆ050-75308469

宮本　義豊
℡026-232-1281
Ｆ026-232-1281

林　哲也
℡026-282-6180
Ｆ026-282-6180

小橋　義彦
℡0269-38-3426
Ｆ0269-38-3426

西條　義明
℡026-248-3163
Ｆ026-248-3163

布施谷貴博
℡0269-26-5786
Ｆ0269-26-5786

松本　毅
℡0269-22-3700
Ｆ0269-26-1152

総務部

平成30年12月17日現在 

高水ＦＡＸ-Ｃ高水ＦＡＸ-Ｂ高水ＦＡＸ-Ａ 高水ＦＡＸ-Ｆ高水ＦＡＸ-Ｅ高水ＦＡＸ-Ｄ



会長

更埴ブロック長 副会長・長水ブロック長 副会長・高水ブロック長

副委員長 副部長 理　事 副部長 副部長 委員長 副部長 理　事 副部長 理　事 副部長 理　事 副部長 副委員長 理　事 理　事 副委員長 委員長 理　事 委員長

あんず整骨院 堀内接骨院 海野接骨院 相澤整骨院 しのみや接骨院 しまだて整骨院 峯村整骨院 つつみ整骨院 三本柳接骨院 御堂沖山口接骨院 大豆島接骨院 西本接骨院 光和接骨院 春原整骨院 大塚接骨院 みやもと鍼灸 柳澤整骨院 黒岩整骨院 海野接骨院 沼田整骨院 高橋接骨院
脇本　裕 堀内　洋勇 海野　明彦 相澤　幹夫 金児  仁 島立　桂太 【犀南】 堤　慶治 小池　毅 山口　勉 片山　登 西本茅代子 吉原　貴宏 春原　昌弘 大塚　甚造 整骨院 柳澤　貴 黒岩　満男 海野　和仁 沼田　鉄平 高橋　文彦

峯村　和恵 （高橋　誠希） 宮本　義豊 　 　（春吉）  　 　(孝仁)         (恵)
      (冨子) （倉石 雅之）

℡026-213-7751 ℡026-273-3387 ℡026-273-4684 ℡026-272-0185 ℡026-292-6909 ℡026-293-9877 ℡026-284-9225 ℡026-284-5251 ℡026-283-2627 ℡026-228-4688 ℡026-221-2160 ℡026-232-4295 (小林　聖) ℡026-243-4824 ℡026-243-0744 ℡026-232-1281 ℡026-245-2855 ℡026-245-3001 ℡0269-26-0777 ℡0269-65-3310 ℡0269-26-7313
Ｆ026-213-7752 Ｆ026-273-3387 Ｆ026-273-4684 Ｆ026-272-6563 Ｆ026-292-6909 Ｆ026-293-9877 Ｆ026-284-9225 Ｆ026-284-5251 Ｆ026-283-2627 Ｆ026-228-4688 Ｆ026-221-2160 Ｆ026-232-4295 (山田　浩正) Ｆ026-243-4824 Ｆ026-243-0744 Ｆ026-232-1281 Ｆ026-248-7332 Ｆ026-245-3001 Ｆ0269-26-0777 Ｆ0269-65-3310 Ｆ0269-26-7313
FAX連絡不要 ※026-283-2406 ※026-284-0389 ※026-282-5968 (太田　英実) ※0269-22-2319 ※090-3910-4013 （緊急時のみFAX連絡）

(樋口　知行)
(関　真莉奈)

伊藤接骨院 富田整骨院 いなりやま接骨院 滝澤整骨院 松坂整骨院 笹平接骨院 ℡026-234-4114 藤巻整骨院 田中接骨院 増尾接骨院 高島整骨院 藤巻整骨院 高丘接骨院
伊藤　康文 富田　絢也 北村　歩 瀧澤　義人 松坂　佳雄 徳竹　邦彦 Ｆ026-234-4114 丸山　紀幸 藤巻　旭 田中　利幸 増尾　健治 高島　純造 藤巻　雄太 高橋　和也

    

℡0268-82-5388 ℡026-276-5504 ℡026-272-3580 ℡026-278-6767 ℡026-284-5659 ℡026-229-2055 ※026-244-6457 ℡026-244-8067 ℡026-248-0101 ℡026-282-4764 ℡026-248-0687 ℡0269-62-2747 ℡0269-22-7890
Ｆ0268-82-5388 Ｆ026-276-5639 Ｆ026-272-3580 ＦＡＸなし Ｆ026-284-5659 Ｆ026-229-2055 連絡不要 Ｆ026-244-8067 Ｆ026-248-0101 ＦＡＸなし Ｆ026-248-3768 Ｆ0269-62-2747 Ｆ0269-22-7890

※026-274-2448 ※026-284-2395 ※0269-22-8393

大井整骨院 平林接骨院 金児整骨院 中澤整骨院 大滝接骨院 山崎接骨院
大井　明彦 平林　忠雄 金児　清次 中澤袈裟春 大滝　弘子 山崎　和久 藤巻　靖享

(修二)　
(陽子)　

℡026-405-4771 ℡026-276-1922 ℡026-278-2353 ℡026-284-8004 ℡026-235-4775 ℡026-248-4689 ℡0269-65-2226
Ｆ026-405-4771 Ｆ026-276-1922 Ｆ026-278-2353 Ｆ026-284-8064 Ｆ026-235-4776 Ｆ026-248-4689 Ｆ0269-65-2226

宮沢整骨院 白井整骨院
宮澤　隆一 白井　信行

　　　（芳宜）

℡026-232-7705 ℡026-257-5503
Ｆ026-235-3064 Ｆ026-257-5503
※026-235-3064

高水ＦＡＸ-Ｆ高水ＦＡＸ-Ｅ高水ＦＡＸ-Ｄ

林　哲也
℡026-282-6180
Ｆ026-282-6180

布施谷貴博
℡0269-26-5786
Ｆ0269-26-5786

松本　毅
℡0269-22-3700
Ｆ0269-26-1152

鶴田　隆
℡0269-26-6906
Ｆ050-75308469

小橋　義彦
℡0269-38-3426
Ｆ0269-38-3426

西條　義明
℡026-248-3163
Ｆ026-248-3163

総務部 総務部 総務部

中山　清隆
℡026-272-1878
Ｆ026-272-1885
※026-272-0108

塚田　 剛
℡026-272-8811
Ｆ026-272-8811

高原　義勝
℡026-293-7064
Ｆ026-293-7089

瀧澤　哲也
℡026-286-7488
Ｆ026-286-7488

井出　和光
℡026-243-7533
Ｆ026-243-7404

脇本　裕
℡026-213-7751
Ｆ026-213-7752

峯村　和恵
℡026-284-9225
Ｆ026-284-9225

端山　千草
℡026-241-3168
Ｆ026-241-3168

大月　康彦
℡026-286-7773
Ｆ026-286-7773

桧山　治
℡026-243-8088
Ｆ026-243-8088

春原　昌弘
℡026-243-4824
Ｆ026-243-4824

小島　弘光
℡026-259-7577
Ｆ026-259-7577

更埴ＦＡＸ-Ｆ更埴ＦＡＸ-Ｅ

平成29・30年度 北信接骨師会FAX連絡網
平成30年12月17日現在 

 ※・・自宅

(　)は準会員

℡・・診療所

Ｆ・・ＦＡＸ
西條  賢治

℡026-226-2857
Ｆ026-226-2857

中山　清隆
℡026-272-1878
Ｆ026-272-1885
※026-272-0108

田中　健一
℡026-259-0909
Ｆ026-259-0909

高橋　誠希
℡026-234-4114
Ｆ026-234-4114

宮崎　剛
℡026-234-6915
Ｆ026-234-6915

篠﨑　裕一
℡026-263-4738
Ｆ026-263-4740

宮本　義豊
℡026-232-1281
Ｆ026-232-1281

更埴ＦＡＸ-Ｄ更埴ＦＡＸ-Ｃ更埴ＦＡＸ-Ｂ更埴ＦＡＸ-Ａ 高水ＦＡＸ-Ｃ高水ＦＡＸ-Ｂ高水ＦＡＸ-Ａ長水ＦＡＸ-Ｆ長水ＦＡＸ-Ｅ長水ＦＡＸ-Ｄ長水ＦＡＸ-Ｃ長水ＦＡＸ-Ｂ長水ＦＡＸ-Ａ更埴ＦＡＸ-Ｉ更埴ＦＡＸ-Ｈ更埴ＦＡＸ-Ｇ



平成29年12月22日現在 

会長

更埴ブロック長

副委員長 副部長 理　事 副部長 副部長 委員長 副部長 理　事 副部長

あんず整骨院 堀内接骨院 海野接骨院 相澤整骨院 しのみや接骨院 しまだて整骨院 峯村整骨院 つつみ整骨院 三本柳接骨院

脇本　裕 堀内　洋勇 海野　明彦 相澤　幹夫 金児  仁 島立　桂太 【犀南】 堤　慶治 小池　毅

峯村　和恵

      (冨子)

℡026-213-7751 ℡026-273-3387 ℡026-273-4684 ℡026-272-0185 ℡026-292-6909 ℡026-293-9877 ℡026-284-9225 ℡026-284-5251 ℡026-283-2627

Ｆ026-213-7752 Ｆ026-273-3387 Ｆ026-273-4684 Ｆ026-272-6563 Ｆ026-292-6909 Ｆ026-293-9877 Ｆ026-284-9225 Ｆ026-284-5251 Ｆ026-283-2627

FAX連絡不要 ※026-283-2406 ※026-284-0389

伊藤接骨院 富田整骨院 いなりやま接骨院 滝澤整骨院 松坂整骨院

伊藤　康文 富田　絢也 北村　歩 瀧澤　義人 松坂　佳雄

℡0268-82-5388 ℡026-276-5504 ℡026-272-3580 ℡026-278-6767 ℡026-284-5659

Ｆ0268-82-5388 Ｆ026-276-5639 Ｆ026-272-3580 ＦＡＸなし Ｆ026-284-5659

※026-274-2448 ※026-284-2395

大井整骨院 平林接骨院 金児整骨院 中澤整骨院

大井　明彦 平林　忠雄 金児　清次 中澤袈裟春

℡026-405-4771 ℡026-276-1922 ℡026-278-2353 ℡026-284-8004

Ｆ026-405-4771 Ｆ026-276-1922 Ｆ026-278-2353 Ｆ026-284-8064

総務部

中山　清隆
℡026-272-1878
Ｆ026-272-1885
※026-272-0108

塚田　 剛
℡026-272-8811
Ｆ026-272-8811

高原　義勝
℡026-293-7064
Ｆ026-293-7089

瀧澤　哲也
℡026-286-7488
Ｆ026-286-7488

井出　和光
℡026-243-7533
Ｆ026-243-7404

脇本　裕
℡026-213-7751
Ｆ026-213-7752

峯村　和恵
℡026-284-9225
Ｆ026-284-9225

端山　千草
℡026-241-3168
Ｆ026-241-3168

大月　康彦
℡026-286-7773
Ｆ026-286-7773

更埴ＦＡＸ-Ｆ更埴ＦＡＸ-Ｅ

平成29・30年度 北信接骨師会FAX連絡網

平成30年12月17日現在 

 ※・・自宅

(　)は準会員

℡・・診療所

Ｆ・・ＦＡＸ

西條  賢治
℡026-226-2857
Ｆ026-226-2857

中山　清隆
℡026-272-1878
Ｆ026-272-1885
※026-272-0108

更埴ＦＡＸ-Ｄ更埴ＦＡＸ-Ｃ更埴ＦＡＸ-Ｂ更埴ＦＡＸ-Ａ 更埴ＦＡＸ-Ｉ更埴ＦＡＸ-Ｈ更埴ＦＡＸ-Ｇ



会長

副会長・長水ブロック長

理　事 副部長 理　事 副部長 副委員長 理　事

御堂沖山口接骨院 大豆島接骨院 西本接骨院 光和接骨院 春原整骨院 大塚接骨院

山口　勉 片山　登 西本茅代子 吉原　貴宏 春原　昌弘 大塚　甚造

（高橋　誠希）

（倉石 雅之）

℡026-228-4688 ℡026-221-2160 ℡026-232-4295 (小林　聖) ℡026-243-4824 ℡026-243-0744

Ｆ026-228-4688 Ｆ026-221-2160 Ｆ026-232-4295 (山田　浩正) Ｆ026-243-4824 Ｆ026-243-0744

※026-282-5968 (太田　英実)

(樋口　知行)

(関　真莉奈)

笹平接骨院 ℡026-234-4114 藤巻整骨院

徳竹　邦彦 Ｆ026-234-4114 丸山　紀幸 藤巻　旭

    

℡026-229-2055 ※026-244-6457 ℡026-244-8067

Ｆ026-229-2055 連絡不要 Ｆ026-244-8067

大滝接骨院

大滝　弘子

(修二)　

(陽子)　

℡026-235-4775

Ｆ026-235-4776

宮沢整骨院 白井整骨院

宮澤　隆一 白井　信行

　　　（芳宜）

℡026-232-7705 ℡026-257-5503

Ｆ026-235-3064 Ｆ026-257-5503

※026-235-3064

高橋　誠希
℡026-234-4114
Ｆ026-234-4114

宮崎　剛
℡026-234-6915
Ｆ026-234-6915

篠﨑　裕一
℡026-263-4738
Ｆ026-263-4740

総務部

桧山　治
℡026-243-8088
Ｆ026-243-8088

春原　昌弘
℡026-243-4824
Ｆ026-243-4824

小島　弘光
℡026-259-7577
Ｆ026-259-7577

平成29・30年度 北信接骨師会FAX連絡網

平成30年12月17日現在 

 ※・・自宅

(　)は準会員

℡・・診療所

Ｆ・・ＦＡＸ

西條  賢治
℡026-226-2857
Ｆ026-226-2857

田中　健一
℡026-259-0909
Ｆ026-259-0909

長水ＦＡＸ-Ｆ長水ＦＡＸ-Ｅ長水ＦＡＸ-Ｄ長水ＦＡＸ-Ｃ長水ＦＡＸ-Ｂ長水ＦＡＸ-Ａ



会長

副会長・高水ブロック長

理　事 副委員長 委員長 理　事 委員長

みやもと鍼灸 柳澤整骨院 黒岩整骨院 海野接骨院 沼田整骨院 高橋接骨院

整骨院 柳澤　貴 黒岩　満男 海野　和仁 沼田　鉄平 高橋　文彦

宮本　義豊 　 　（春吉）  　 　(孝仁)         (恵)

℡026-232-1281 ℡026-245-2855 ℡026-245-3001 ℡0269-26-0777 ℡0269-65-3310 ℡0269-26-7313

Ｆ026-232-1281 Ｆ026-248-7332 Ｆ026-245-3001 Ｆ0269-26-0777 Ｆ0269-65-3310 Ｆ0269-26-7313

※0269-22-2319 ※090-3910-4013 （緊急時のみFAX連絡）

田中接骨院 増尾接骨院 高島整骨院 藤巻整骨院 高丘接骨院

田中　利幸 増尾　健治 高島　純造 藤巻　雄太 高橋　和也

℡026-248-0101 ℡026-282-4764 ℡026-248-0687 ℡0269-62-2747 ℡0269-22-7890

Ｆ026-248-0101 ＦＡＸなし Ｆ026-248-3768 Ｆ0269-62-2747 Ｆ0269-22-7890

※0269-22-8393

山崎接骨院

山崎　和久 藤巻　靖享

℡026-248-4689 ℡0269-65-2226

Ｆ026-248-4689 Ｆ0269-65-2226

布施谷貴博
℡0269-26-5786
Ｆ0269-26-5786

松本　毅
℡0269-22-3700
Ｆ0269-26-1152

鶴田　隆
℡0269-26-6906
Ｆ050-75308469

小橋　義彦
℡0269-38-3426
Ｆ0269-38-3426

高水ＦＡＸ-Ｆ高水ＦＡＸ-Ｅ高水ＦＡＸ-Ｄ

宮本　義豊
℡026-232-1281
Ｆ026-232-1281

林　哲也
℡026-282-6180
Ｆ026-282-6180

西條　義明
℡026-248-3163
Ｆ026-248-3163

総務部

平成29・30年度 北信接骨師会FAX連絡網

平成30年12月17日現在 

 ※・・自宅

(　)は準会員

℡・・診療所

Ｆ・・ＦＡＸ

西條  賢治
℡026-226-2857
Ｆ026-226-2857

高水ＦＡＸ-Ｃ高水ＦＡＸ-Ｂ高水ＦＡＸ-Ａ



副委員長 副部長 理　事 副部長 副部長 委員長 副部長 理　事 副部長 理　事 副部長 理　事 副部長 副委員長 理　事 理　事 副委員長 委員長 理　事 委員長

中山整骨院 つかだ整骨院 高原整骨院 たきざわ整骨院 大月整骨院 山内整骨院 まつおか接骨院 井出接骨院 はやま整骨院 桧山接骨院 篠崎接骨院 なかごえ接骨院 湯本整骨院 やなぎさわ接骨院 宮崎整骨院 こばひで整骨院 はやし整骨院 小橋接骨院 フセヤ接骨院 西公園整骨院 中野金井
中山　清隆 塚田　 剛 高原　義勝 瀧澤　哲也 大月　康彦 山内　明 髙池　忠宏 井出　和光 端山　千草 桧山　治 篠﨑　裕一 小島　弘光 湯本　達男 柳澤　卓三 宮崎　剛 小林　秀樹 林　哲也 小橋　義彦 布施谷貴博 松本　毅   篠原接骨院

（塚田　達星）        （博子） （宮嵜　結衣） 　　　　（英翔） 　　　（直） （東山　直也） 　　　（茂之） 鶴田　隆
（熊井　貴一） （田中　経義） 　　　（香穂）

℡026-272-1878 ℡026-272-8811 ℡026-293-7064 ℡026-286-7488 ℡026-286-7773 ℡026-283-8110 ℡026-221-8006 ℡026-243-7533 ℡026-241-3168 ℡026-243-8088 ℡026-263-4738 ℡026-259-7577 ℡026-243-6161 ℡026-237-2488 ℡026-234-6915 ℡026-219-2570 ℡026-282-6180 ℡0269-26-5786 ℡0269-22-3700 ℡0269-26-6906
Ｆ026-272-1885 Ｆ026-272-8811 Ｆ026-293-7089 Ｆ026-285-0458 Ｆ026-286-7773 Ｆ026-283-8110 Ｆ026-221-8006 Ｆ026-243-7404 Ｆ026-241-3168 Ｆ026-243-8088 Ｆ026-263-4740 Ｆ026-259-7577 Ｆ026-243-6161 Ｆ026-237-2488 Ｆ026-234-6915 Ｆ026-219-2576 Ｆ026-282-6180 ℡0269-38-3426 Ｆ0269-26-5786 Ｆ0269-26-1152 Ｆ050-7530-8469 
※026-272-0108 ※026-237-2482 ※080-3412-3894 Ｆ0269-38-3426 ※026-247-3384

※0269-38-3090

あんず整骨院 村山接骨院 酒井整骨院 川中島整骨院 かっせんば整骨院 伊豫田接骨院 古岩井整骨院 関整骨院 安藤整骨院 仙骨らぽーる 志川接骨院 村松整骨院 土屋整骨院 くりた接骨院 福澤整骨院 丸山整骨院 野本整骨院 柴田整骨院 湯田中温泉整骨院 松田接骨院 みゆき野整骨院
脇本　裕 村山　高之 酒井　正彦 竹田　政利 高橋　秀樹 伊豫田幹幸 古岩井裕之 関　賀文 安藤　泰範 整骨院　 志川　豊 村松　文雄 土屋　良視 中島裕多郎 福澤　亮 丸山　隼輝 野本　真一 柴田　孫栄 小林　修 松田　和也 山﨑　裕

（奈津子） 酒井　浩至 （轟　哲広）        （正夫） （春原 大樹） （廣川さつき）
（佐伯　総太）

℡026-213-7751 ℡026-273-4679 ℡026-293-4610 ℡026-214-8773 ℡026-293-5568 ℡026-285-5477 ℡026-221-7483 ℡026-217-6263 ℡026-226-5503 ℡026-226-8772 ℡026-234-1076 ℡026-296-6535 ℡026-241-3203 ℡026-219-3136 ℡026-296-2938 ℡026-253-3522 ℡026-282-5287 ℡026-248-1281 ℡0269-33-4521 ℡0269-38-1615 ℡0269-63-3733
Ｆ026-213-7752 Ｆ026-273-4679 Ｆ026-293-9388 Ｆ026-214-8773 Ｆ026-293-5568 Ｆ026-285-5477 Ｆ026-221-7483 Ｆ026-217-6263 Ｆ026-226-2074 Ｆ026-226-8779 Ｆ026-234-1076 Ｆ026-296-6535 Ｆ026-241-3203 Ｆ026-219-3136 Ｆ026-296-2938 Ｆ026-253-3522 Ｆ026-282-5287 Ｆ026-248-1281 Ｆ0269-33-4521 Ｆ0269-38-1616 Ｆ0269-63-3733

※090-4747-9036 ※026-284-3646 ※026-224-6087 ※026-292-6049 ※026-232-7283 ※026-296-3904 ※026-244-9867 ※026-293-0567

大久保接骨院 ゆたか整骨院 おんべ川接骨院 小林整骨院 横田堂 ほりうちケア 原山接骨院 山口接骨院 つましな整骨院 にしざわ整骨院 田中整骨院 小林接骨院 滝沢整骨院 柄澤整骨院 赤沼整骨院 中澤整骨院 やまぐち整骨院 須坂接骨院 木島平接骨院 三京整骨院 増尾接骨院
大久保　博 松林　豊 島田　秀樹 森嶋　舞 渡辺整骨院 鍼灸院整骨院 原山　修 山口　昌弘 宮澤　敬介 西澤 　亘 田中　健一 小林　克徳 瀧澤　正義 柄澤　康雄 赤沼　将充 中澤　厚 山口　智弘 湯本　延人 寺内　亨 丸山　桂 増尾　広宣

　　（隆文） 渡邉　正哉 堀内健太郎 　　　　（恭子） 　　　（しおり） （勝山　一紀）     　 （幸仁） （高島　美咲）

℡0268-82-8020 ℡026-214-7883 ℡026-293-7575 ℡026-293-4522 ℡026-292-0586 ℡026-477-7600 ℡026-224-1710 ℡026-224-3273 ℡026-262-1213 ℡026-259-0332 ℡026-259-0909 ℡026-295-9437 ℡026-244-0391 ℡026-241-4601 ℡026-217-4589 ℡026-262-2815 ℡026-274-5907 ℡026-248-3721 ℡0269-82-2542 ℡0269-23-2651 ℡0269-63-3616
Ｆ0268-82-8268 Ｆ026-214-7883 Ｆ026-293-7575 Ｆ026-293-4522 Ｆ026-293-9222 Ｆ026-470-7600 Ｆ026-224-1710 Ｆ026-224-3273 Ｆ026-262-1213 Ｆ026-259-0332 Ｆ026-259-0909 Ｆ026-295-9437 Ｆ026-244-0391 Ｆ026-241-4818 Ｆ026-217-4589 Ｆ026-262-2815 Ｆ026-274-5913 Ｆ026-248-3891 Ｆ0269-82-4073 Ｆ0269-23-2651 Ｆ0269-63-3616

※080-5434-2155 ※026-223-7787 ※026-235-0584 ※026-299-2233

ユウキ整骨院 櫻田接骨院 とくたけ整骨院 くぼた接骨院 岩野安藤整骨院 みさわ整骨院 吉池整骨院 ハレルヤ 村山接骨院 太田整骨院 淵田整骨院 竹内整骨院 たすいち接骨院 市川接骨院 墨坂整骨院 大口整骨院 よしだ鍼灸整骨院 松川整骨院 よつば中野平
祢津　明子 櫻田　精一 徳武　学 窪田　勝 安藤　信幸 三澤　勇斗 岡本　和憲 まこと整骨院 村山　泉 太田　捷也 淵田　高章 竹内　正 藤森　哲也 市川　央 西條　義明 大口　友久 吉澤　賢治 大塚　祥司 　　　接骨院

（山崎　元太） 　　　（絵里） 久井　真 　　（晶子） 　　　（和信） 　　　（和雄） 中島　琢磨
℡0269-38-0960

℡0268-82-8808 ℡026-276-5763 ℡026-213-7181 ℡026-272-8065 ℡090-4841-8346 ℡026-215-7007 ℡026-226-9182 ℡026-285-6806 ℡026-232-0391 ℡026-226-6580 ℡026-244-6612 ℡026-241-4323 ℡026-219-2182 ℡026-295-9780 ℡026-248-3163 ℡026-247-5716 Ｆ0269-38-0960 ℡0269-22-2990 ℡0269-38-0760
Ｆ0268-82-8808 Ｆ026-276-5771 Ｆ026-213-7181 Ｆ026-272-8067 Ｆ026-215-7008 Ｆ026-226-9182 Ｆ026-285-6806 Ｆ026-232-0391 Ｆ026-264-5768 Ｆ026-244-6612 Ｆ026-241-4323 Ｆ026-219-2182 Ｆ026-295-9780 Ｆ026-248-3163 Ｆ026-247-5716 ※090-5211-6950 Ｆ0269-23-3678 Ｆ0269-38-0760

連絡は安藤整骨院へ ※026-295-9797

フジ接骨院 健心堂接骨院 たま整骨院 綱島接骨院 古牧整骨院 長池整骨院 ひびき接骨院 権堂接骨院 上松クローバー 柄澤整骨院 小山接骨院 三木整骨院 池田接骨院 ばーと鍼灸整骨院 高橋接骨院
藤田　卓也 竹前　秀一 石田　拓未 土屋　浩子 西條　賢治 西條　義郎 小林　尚生 増山　和男 整骨院 雪入百合枝 小口美由紀 三木　一晃 高橋くみ子 石坂　智毅 高橋　文彦

（西澤　嶺） （徳武　宗昭） 　　　（友教） 町田　雄志         (恵)
　　　（美穂）

℡026-214-6585 ℡026-293-3730 ℡026-283-3270 ℡026-285-9667 ℡026-226-2857 ℡026-244-1118 ℡026-224-8707 ℡026-237-5701 ℡026-219-6711 ℡026-296-3338 ℡026-248-6533 ℡026-477-2034 ℡0269-22-3431 ℡0269-67-0671 ℡0269-26-7313
Ｆ026-214-6585 Ｆ026-293-3730 Ｆ026-283-3270 Ｆ026-285-9667 Ｆ026-226-2857 Ｆ026-244-1118 Ｆ026-224-8707 Ｆ026-237-5701 Ｆ026-219-6711 Ｆ026-248-6533 Ｆ026-477-2034 Ｆ0269-22-3431 Ｆ0269-67-0681 Ｆ0269-26-7313

※026-285-2563 ※090-8779-1518 ※026-263-8656 ※026-295-5723

下崎接骨院 永井整骨院 西條整骨院 ひびき接骨院 春原接骨院 みずはし整骨院 にこにこ 翔整骨院
武士　和哉 永井修一郎 西條　春雄 大川　泰裕 春原　邦章 水橋 拓也 鍼灸整骨院 田中　翔太

    (貴美子） 　　 （雅貴） （湯本　駿人） 樋口　知宏
   （美由紀） （古籏　賢史） （鶴田　啓人）

℡026-283-1053 ℡026-284-8666 ℡026-221-0515 ℡026-217-5354 ℡026-245-0889 ℡026-405-6426 ℡0269-69-7700
Ｆ026-283-1053 Ｆ026-254-7776 Ｆ026-221-0513 Ｆ026-217-5354 ※026-248-2505 Ｆ026-405-6426 ℡0269-23-1667 Ｆ0269-69-7700

Ｆ026-248-2505 ※090-4813-2059 Ｆ0269-23-1667

高水メールＥ高水メールＤ高水メールＣ高水メールＢ高水メールＡ長水メールＪ長水メールＩ長水メールＨ長水メールＧ長水メールＦ更埴メールＡ 更埴メールＢ 更埴メールＣ 更埴メールＤ 更埴メールＥ

布施谷貴博
℡0269-26-5786
Ｆ0269-26-5786

松本　毅
℡0269-22-3700
Ｆ0269-26-1152

鶴田　隆
℡0269-26-6906
Ｆ050-75308469

中山　清隆
℡026-272-1878
Ｆ026-272-1885
※026-272-0108

塚田　 剛
℡026-272-8811
Ｆ026-272-8811

瀧澤　哲也
℡026-286-7488
Ｆ026-286-7488

脇本　裕
℡026-213-7751
Ｆ026-213-7752

井出　和光
℡026-243-7533
Ｆ026-243-7404

端山　千草
℡026-241-3168
Ｆ026-241-3168

峯村　和恵
℡026-284-9225
Ｆ026-284-9225

大月　康彦
℡026-286-7773
Ｆ026-286-7773

高原　義勝
℡026-293-7064
Ｆ026-293-7089

平成30年12月17日現在 

篠﨑　裕一
℡026-263-4738
Ｆ026-263-4740

更埴メールＦ 長水メールＡ 長水メールＥ長水メールＤ長水メールＣ長水メールＢ

平成29・30年度 北信接骨師会メール連絡網

桧山　治
℡026-243-8088
Ｆ026-243-8088

小島　弘光
℡026-259-7577
Ｆ026-259-7577

高橋　誠希
℡026-234-4114
Ｆ026-234-4114

 メール連絡網の連絡員は、緊急・出欠確認等の場合のみ各列に連絡をお願い致します。

 ℡・・診療所　　　Ｆ・・FAX　　　 ※・・自宅　　(　)は準会員

林　哲也
℡026-282-6180
Ｆ026-282-6180

宮本　義豊
℡026-232-1281
Ｆ026-232-1281

宮崎　剛
℡026-234-6915
Ｆ026-234-6915

春原　昌弘
℡026-243-4824
Ｆ026-243-4824

小橋　義彦
℡0269-38-3426
Ｆ0269-38-3426



副委員長 副部長 理　事 副部長 副部長 委員長 副部長

中山整骨院 つかだ整骨院 高原整骨院 たきざわ整骨院 大月整骨院 山内整骨院 まつおか接骨院
中山　清隆 塚田　 剛 高原　義勝 瀧澤　哲也 大月　康彦 山内　明 髙池　忠宏

℡026-272-1878 ℡026-272-8811 ℡026-293-7064 ℡026-286-7488 ℡026-286-7773 ℡026-283-8110 ℡026-221-8006
Ｆ026-272-1885 Ｆ026-272-8811 Ｆ026-293-7089 Ｆ026-285-0458 Ｆ026-286-7773 Ｆ026-283-8110 Ｆ026-221-8006
※026-272-0108

あんず整骨院 村山接骨院 酒井整骨院 川中島整骨院 かっせんば整骨院 伊豫田接骨院 古岩井整骨院
脇本　裕 村山　高之 酒井　正彦 竹田　政利 高橋　秀樹 伊豫田幹幸 古岩井裕之

（奈津子）
（佐伯　総太）

℡026-213-7751 ℡026-273-4679 ℡026-293-4610 ℡026-214-8773 ℡026-293-5568 ℡026-285-5477 ℡026-221-7483
Ｆ026-213-7752 Ｆ026-273-4679 Ｆ026-293-9388 Ｆ026-214-8773 Ｆ026-293-5568 Ｆ026-285-5477 Ｆ026-221-7483

※090-4747-9036

大久保接骨院 ゆたか整骨院 おんべ川接骨院 小林整骨院 横田堂 ほりうちケア 原山接骨院
大久保　博 松林　豊 島田　秀樹 森嶋　舞 渡辺整骨院 鍼灸院整骨院 原山　修

　　（隆文） 渡邉　正哉 堀内健太郎

℡0268-82-8020 ℡026-214-7883 ℡026-293-7575 ℡026-293-4522 ℡026-292-0586 ℡026-477-7600 ℡026-224-1710
Ｆ0268-82-8268 Ｆ026-214-7883 Ｆ026-293-7575 Ｆ026-293-4522 Ｆ026-293-9222 Ｆ026-470-7600 Ｆ026-224-1710

※080-5434-2155 ※026-223-7787

ユウキ整骨院 櫻田接骨院 とくたけ整骨院 くぼた接骨院 岩野安藤整骨院 みさわ整骨院
祢津　明子 櫻田　精一 徳武　学 窪田　勝 安藤　信幸 三澤　勇斗

（山崎　元太）

℡0268-82-8808 ℡026-276-5763 ℡026-213-7181 ℡026-272-8065 ℡090-4841-8346 ℡026-215-7007
Ｆ0268-82-8808 Ｆ026-276-5771 Ｆ026-213-7181 Ｆ026-272-8067 Ｆ026-215-7008

連絡は安藤整骨院へ

フジ接骨院 健心堂接骨院
藤田　卓也 竹前　秀一

（西澤　嶺）

℡026-214-6585 ℡026-293-3730
Ｆ026-214-6585 Ｆ026-293-3730

 メール連絡網の連絡員は、緊急・出欠確認等の場合のみ各列に連絡をお願い致します。

 ℡・・診療所　　　Ｆ・・FAX　　　 ※・・自宅　　(　)は準会員

平成29・30年度 北信接骨師会メール連絡網

平成30年12月17日現在 

更埴メールＡ 更埴メールＢ 更埴メールＣ 更埴メールＤ 更埴メールＥ 更埴メールＦ 長水メールＡ

大月　康彦
℡026-286-7773
Ｆ026-286-7773

中山　清隆
℡026-272-1878
Ｆ026-272-1885
※026-272-0108

塚田　 剛
℡026-272-8811
Ｆ026-272-8811

高原　義勝
℡026-293-7064
Ｆ026-293-7089

瀧澤　哲也
℡026-286-7488
Ｆ026-286-7488

脇本　裕
℡026-213-7751
Ｆ026-213-7752

峯村　和恵
℡026-284-9225
Ｆ026-284-9225



理　事 副部長 理　事 副部長 理　事 副部長 副委員長

井出接骨院 はやま整骨院 桧山接骨院 篠崎接骨院 なかごえ接骨院 湯本整骨院 やなぎさわ接骨院
井出　和光 端山　千草 桧山　治 篠﨑　裕一 小島　弘光 湯本　達男 柳澤　卓三

（塚田　達星）        （博子） （宮嵜　結衣） 　　　　（英翔）
（熊井　貴一） （田中　経義）
℡026-243-7533 ℡026-241-3168 ℡026-243-8088 ℡026-263-4738 ℡026-259-7577 ℡026-243-6161 ℡026-237-2488
Ｆ026-243-7404 Ｆ026-241-3168 Ｆ026-243-8088 Ｆ026-263-4740 Ｆ026-259-7577 Ｆ026-243-6161 Ｆ026-237-2488

※026-237-2482

関整骨院 安藤整骨院 仙骨らぽーる 志川接骨院 村松整骨院 土屋整骨院 くりた接骨院
関　賀文 安藤　泰範 整骨院　 志川　豊 村松　文雄 土屋　良視 中島裕多郎

酒井　浩至 （轟　哲広）

℡026-217-6263 ℡026-226-5503 ℡026-226-8772 ℡026-234-1076 ℡026-296-6535 ℡026-241-3203 ℡026-219-3136
Ｆ026-217-6263 Ｆ026-226-2074 Ｆ026-226-8779 Ｆ026-234-1076 Ｆ026-296-6535 Ｆ026-241-3203 Ｆ026-219-3136
※026-284-3646 ※026-224-6087 ※026-292-6049 ※026-232-7283 ※026-296-3904 ※026-244-9867

山口接骨院 つましな整骨院 にしざわ整骨院 田中整骨院 小林接骨院 滝沢整骨院 柄澤整骨院
山口　昌弘 宮澤　敬介 西澤 　亘 田中　健一 小林　克徳 瀧澤　正義 柄澤　康雄

　　　　（恭子） 　　　（しおり）

℡026-224-3273 ℡026-262-1213 ℡026-259-0332 ℡026-259-0909 ℡026-295-9437 ℡026-244-0391 ℡026-241-4601
Ｆ026-224-3273 Ｆ026-262-1213 Ｆ026-259-0332 Ｆ026-259-0909 Ｆ026-295-9437 Ｆ026-244-0391 Ｆ026-241-4818

※026-235-0584

吉池整骨院 ハレルヤ 村山接骨院 太田整骨院 淵田整骨院 竹内整骨院 たすいち接骨院
岡本　和憲 まこと整骨院 村山　泉 太田　捷也 淵田　高章 竹内　正 藤森　哲也

　　　（絵里） 久井　真 　　（晶子） 　　　（和信） 　　　（和雄）

℡026-226-9182 ℡026-285-6806 ℡026-232-0391 ℡026-226-6580 ℡026-244-6612 ℡026-241-4323 ℡026-219-2182
Ｆ026-226-9182 Ｆ026-285-6806 Ｆ026-232-0391 Ｆ026-264-5768 Ｆ026-244-6612 Ｆ026-241-4323 Ｆ026-219-2182

たま整骨院 綱島接骨院 古牧整骨院 長池整骨院 ひびき接骨院 権堂接骨院 上松クローバー
石田　拓未 土屋　浩子 西條　賢治 西條　義郎 小林　尚生 増山　和男 整骨院

（徳武　宗昭） 　　　（友教） 町田　雄志
　　　（美穂）

℡026-283-3270 ℡026-285-9667 ℡026-226-2857 ℡026-244-1118 ℡026-224-8707 ℡026-237-5701 ℡026-219-6711
Ｆ026-283-3270 Ｆ026-285-9667 Ｆ026-226-2857 Ｆ026-244-1118 Ｆ026-224-8707 Ｆ026-237-5701 Ｆ026-219-6711

※026-285-2563 ※090-8779-1518 ※026-263-8656

下崎接骨院 永井整骨院 西條整骨院 ひびき接骨院
武士　和哉 永井修一郎 西條　春雄 大川　泰裕

    (貴美子） 　　 （雅貴） （湯本　駿人）
   （美由紀） （古籏　賢史）

℡026-283-1053 ℡026-284-8666 ℡026-221-0515 ℡026-217-5354
Ｆ026-283-1053 Ｆ026-254-7776 Ｆ026-221-0513 Ｆ026-217-5354

平成30年12月17日現在 

 ℡・・診療所　　　Ｆ・・FAX　　　 ※・・自宅　　(　)は準会員

平成29・30年度 北信接骨師会メール連絡網

 メール連絡網の連絡員は、緊急・出欠確認等の場合のみ各列に連絡をお願い致します。

長水メールＨ長水メールＢ 長水メールＣ 長水メールＤ 長水メールＥ 長水メールＦ 長水メールＧ

端山　千草
℡026-241-3168
Ｆ026-241-3168

高橋　誠希
℡026-234-4114
Ｆ026-234-4114

篠﨑　裕一
℡026-263-4738
Ｆ026-263-4740

桧山　治
℡026-243-8088
Ｆ026-243-8088

春原　昌弘
℡026-243-4824
Ｆ026-243-4824

小島　弘光
℡026-259-7577
Ｆ026-259-7577

井出　和光
℡026-243-7533
Ｆ026-243-7404



理　事 理　事 副委員長 委員長 理　事 委員長

宮崎整骨院 こばひで整骨院 はやし整骨院 小橋接骨院 フセヤ接骨院 西公園整骨院 中野金井
宮崎　剛 小林　秀樹 林　哲也 小橋　義彦 布施谷貴博 松本　毅   篠原接骨院

　　　（直） （東山　直也） 　　　（茂之） 鶴田　隆
　　　（香穂）

℡026-234-6915 ℡026-219-2570 ℡026-282-6180 ℡0269-26-5786 ℡0269-22-3700 ℡0269-26-6906
Ｆ026-234-6915 Ｆ026-219-2576 Ｆ026-282-6180 ℡0269-38-3426 Ｆ0269-26-5786 Ｆ0269-26-1152 Ｆ050-7530-8469 

※080-3412-3894 Ｆ0269-38-3426 ※026-247-3384
※0269-38-3090

福澤整骨院 丸山整骨院 野本整骨院 柴田整骨院 湯田中温泉整骨院 松田接骨院 みゆき野整骨院
福澤　亮 丸山　隼輝 野本　真一 柴田　孫栄 小林　修 松田　和也 山﨑　裕

       （正夫） （春原 大樹） （廣川さつき）

℡026-296-2938 ℡026-253-3522 ℡026-282-5287 ℡026-248-1281 ℡0269-33-4521 ℡0269-38-1615 ℡0269-63-3733
Ｆ026-296-2938 Ｆ026-253-3522 Ｆ026-282-5287 Ｆ026-248-1281 Ｆ0269-33-4521 Ｆ0269-38-1616 Ｆ0269-63-3733

※026-293-0567

赤沼整骨院 中澤整骨院 やまぐち整骨院 須坂接骨院 木島平接骨院 三京整骨院 増尾接骨院
赤沼　将充 中澤　厚 山口　智弘 湯本　延人 寺内　亨 丸山　桂 増尾　広宣

（勝山　一紀）     　 （幸仁） （高島　美咲）

℡026-217-4589 ℡026-262-2815 ℡026-274-5907 ℡026-248-3721 ℡0269-82-2542 ℡0269-23-2651 ℡0269-63-3616
Ｆ026-217-4589 Ｆ026-262-2815 Ｆ026-274-5913 Ｆ026-248-3891 Ｆ0269-82-4073 Ｆ0269-23-2651 Ｆ0269-63-3616

※026-299-2233

市川接骨院 墨坂整骨院 大口整骨院 よしだ鍼灸整骨院 松川整骨院 よつば中野平
市川　央 西條　義明 大口　友久 吉澤　賢治 大塚　祥司 　　　接骨院

中島　琢磨
℡0269-38-0960

℡026-295-9780 ℡026-248-3163 ℡026-247-5716 Ｆ0269-38-0960 ℡0269-22-2990 ℡0269-38-0760
Ｆ026-295-9780 Ｆ026-248-3163 Ｆ026-247-5716 ※090-5211-6950 Ｆ0269-23-3678 Ｆ0269-38-0760
※026-295-9797

柄澤整骨院 小山接骨院 三木整骨院 池田接骨院 ばーと鍼灸整骨院 高橋接骨院
雪入百合枝 小口美由紀 三木　一晃 高橋くみ子 石坂　智毅 高橋　文彦

        (恵)

℡026-296-3338 ℡026-248-6533 ℡026-477-2034 ℡0269-22-3431 ℡0269-67-0671 ℡0269-26-7313
Ｆ026-248-6533 Ｆ026-477-2034 Ｆ0269-22-3431 Ｆ0269-67-0681 Ｆ0269-26-7313

※026-295-5723

春原接骨院 みずはし整骨院 にこにこ 翔整骨院
春原　邦章 水橋 拓也 鍼灸整骨院 田中　翔太

樋口　知宏
（鶴田　啓人）

℡026-245-0889 ℡026-405-6426 ℡0269-69-7700
※026-248-2505 Ｆ026-405-6426 ℡0269-23-1667 Ｆ0269-69-7700
Ｆ026-248-2505 ※090-4813-2059 Ｆ0269-23-1667

平成29・30年度 北信接骨師会メール連絡網

平成30年12月17日現在 

 ℡・・診療所　　　Ｆ・・FAX　　　 ※・・自宅　　(　)は準会員

 メール連絡網の連絡員は、緊急・出欠確認等の場合のみ各列に連絡をお願い致します。

高水メールＤ 高水メールＥ長水メールＩ 長水メールＪ 高水メールＡ 高水メールＢ 高水メールＣ

布施谷貴博
℡0269-26-5786
Ｆ0269-26-5786

松本　毅
℡0269-22-3700
Ｆ0269-26-1152

鶴田　隆
℡0269-26-6906
Ｆ050-75308469

宮崎　剛
℡026-234-6915
Ｆ026-234-6915

宮本　義豊
℡026-232-1281
Ｆ026-232-1281

林　哲也
℡026-282-6180
Ｆ026-282-6180

小橋　義彦
℡0269-38-3426
Ｆ0269-38-3426



副委員長 副部長 理　事 副部長 副部長 委員長 副部長 理　事 副部長 理　事 副部長 理　事 副部長 副委員長 理　事 理　事 副委員長 委員長 理　事 委員長

中山整骨院 つかだ整骨院 高原整骨院 たきざわ整骨院 大月整骨院 山内整骨院 まつおか接骨院 井出接骨院 はやま整骨院 桧山接骨院 篠崎接骨院 なかごえ接骨院 湯本整骨院 やなぎさわ接骨院 宮崎整骨院 こばひで整骨院 はやし整骨院 小橋接骨院 フセヤ接骨院 西公園整骨院 中野金井
中山　清隆 塚田　 剛 高原　義勝 瀧澤　哲也 大月　康彦 山内　明 髙池　忠宏 井出　和光 端山　千草 桧山　治 篠﨑　裕一 小島　弘光 湯本　達男 柳澤　卓三 宮崎　剛 小林　秀樹 林　哲也 小橋　義彦 布施谷貴博 松本　毅   篠原接骨院

（塚田　達星）        （博子） （宮嵜　結衣） 　　　　（英翔） 　　　（直） （東山　直也） 　　　（茂之） 鶴田　隆
（熊井　貴一） （田中　経義） 　　　（香穂）

℡026-272-1878 ℡026-272-8811 ℡026-293-7064 ℡026-286-7488 ℡026-286-7773 ℡026-283-8110 ℡026-221-8006 ℡026-243-7533 ℡026-241-3168 ℡026-243-8088 ℡026-263-4738 ℡026-259-7577 ℡026-243-6161 ℡026-237-2488 ℡026-234-6915 ℡026-219-2570 ℡026-282-6180 ℡0269-26-5786 ℡0269-22-3700 ℡0269-26-6906
Ｆ026-272-1885 Ｆ026-272-8811 Ｆ026-293-7089 Ｆ026-285-0458 Ｆ026-286-7773 Ｆ026-283-8110 Ｆ026-221-8006 Ｆ026-243-7404 Ｆ026-241-3168 Ｆ026-243-8088 Ｆ026-263-4740 Ｆ026-259-7577 Ｆ026-243-6161 Ｆ026-237-2488 Ｆ026-234-6915 Ｆ026-219-2576 Ｆ026-282-6180 ℡0269-38-3426 Ｆ0269-26-5786 Ｆ0269-26-1152 Ｆ050-7530-8469 
※026-272-0108 ※026-237-2482 ※080-3412-3894 Ｆ0269-38-3426 ※026-247-3384

※0269-38-3090

あんず整骨院 村山接骨院 酒井整骨院 川中島整骨院 かっせんば整骨院 伊豫田接骨院 古岩井整骨院 関整骨院 安藤整骨院 仙骨らぽーる 志川接骨院 村松整骨院 土屋整骨院 くりた接骨院 福澤整骨院 丸山整骨院 野本整骨院 柴田整骨院 湯田中温泉整骨院 松田接骨院 みゆき野整骨院
脇本　裕 村山　高之 酒井　正彦 竹田　政利 高橋　秀樹 伊豫田幹幸 古岩井裕之 関　賀文 安藤　泰範 整骨院　 志川　豊 村松　文雄 土屋　良視 中島裕多郎 福澤　亮 丸山　隼輝 野本　真一 柴田　孫栄 小林　修 松田　和也 山﨑　裕

（奈津子） 酒井　浩至 （轟　哲広）        （正夫） （春原 大樹） （廣川さつき）
（佐伯　総太）

℡026-213-7751 ℡026-273-4679 ℡026-293-4610 ℡026-214-8773 ℡026-293-5568 ℡026-285-5477 ℡026-221-7483 ℡026-217-6263 ℡026-226-5503 ℡026-226-8772 ℡026-234-1076 ℡026-296-6535 ℡026-241-3203 ℡026-219-3136 ℡026-296-2938 ℡026-253-3522 ℡026-282-5287 ℡026-248-1281 ℡0269-33-4521 ℡0269-38-1615 ℡0269-63-3733
Ｆ026-213-7752 Ｆ026-273-4679 Ｆ026-293-9388 Ｆ026-214-8773 Ｆ026-293-5568 Ｆ026-285-5477 Ｆ026-221-7483 Ｆ026-217-6263 Ｆ026-226-2074 Ｆ026-226-8779 Ｆ026-234-1076 Ｆ026-296-6535 Ｆ026-241-3203 Ｆ026-219-3136 Ｆ026-296-2938 Ｆ026-253-3522 Ｆ026-282-5287 Ｆ026-248-1281 Ｆ0269-33-4521 Ｆ0269-38-1616 Ｆ0269-63-3733

※090-4747-9036 ※026-284-3646 ※026-224-6087 ※026-292-6049 ※026-232-7283 ※026-296-3904 ※026-244-9867 ※026-293-0567

大久保接骨院 ゆたか整骨院 おんべ川接骨院 小林整骨院 横田堂 ほりうちケア 原山接骨院 山口接骨院 つましな整骨院 にしざわ整骨院 田中整骨院 小林接骨院 滝沢整骨院 柄澤整骨院 赤沼整骨院 中澤整骨院 やまぐち整骨院 須坂接骨院 木島平接骨院 三京整骨院 増尾接骨院
大久保　博 松林　豊 島田　秀樹 森嶋　舞 渡辺整骨院 鍼灸院整骨院 原山　修 山口　昌弘 宮澤　敬介 西澤 　亘 田中　健一 小林　克徳 瀧澤　正義 柄澤　康雄 赤沼　将充 中澤　厚 山口　智弘 湯本　延人 寺内　亨 丸山　桂 増尾　広宣

　　（隆文） 渡邉　正哉 堀内健太郎 　　　　（恭子） 　　　（しおり） （勝山　一紀）     　 （幸仁） （高島　美咲）

℡0268-82-8020 ℡026-214-7883 ℡026-293-7575 ℡026-293-4522 ℡026-292-0586 ℡026-477-7600 ℡026-224-1710 ℡026-224-3273 ℡026-262-1213 ℡026-259-0332 ℡026-259-0909 ℡026-295-9437 ℡026-244-0391 ℡026-241-4601 ℡026-217-4589 ℡026-262-2815 ℡026-274-5907 ℡026-248-3721 ℡0269-82-2542 ℡0269-23-2651 ℡0269-63-3616
Ｆ0268-82-8268 Ｆ026-214-7883 Ｆ026-293-7575 Ｆ026-293-4522 Ｆ026-293-9222 Ｆ026-470-7600 Ｆ026-224-1710 Ｆ026-224-3273 Ｆ026-262-1213 Ｆ026-259-0332 Ｆ026-259-0909 Ｆ026-295-9437 Ｆ026-244-0391 Ｆ026-241-4818 Ｆ026-217-4589 Ｆ026-262-2815 Ｆ026-274-5913 Ｆ026-248-3891 Ｆ0269-82-4073 Ｆ0269-23-2651 Ｆ0269-63-3616

※080-5434-2155 ※026-223-7787 ※026-235-0584 ※026-299-2233

ユウキ整骨院 櫻田接骨院 とくたけ整骨院 くぼた接骨院 岩野安藤整骨院 みさわ整骨院 吉池整骨院 ハレルヤ 村山接骨院 太田整骨院 淵田整骨院 竹内整骨院 たすいち接骨院 市川接骨院 墨坂整骨院 大口整骨院 よしだ鍼灸整骨院 松川整骨院 よつば中野平
祢津　明子 櫻田　精一 徳武　学 窪田　勝 安藤　信幸 三澤　勇斗 岡本　和憲 まこと整骨院 村山　泉 太田　捷也 淵田　高章 竹内　正 藤森　哲也 市川　央 西條　義明 大口　友久 吉澤　賢治 大塚　祥司 　　　接骨院

（山崎　元太） 　　　（絵里） 久井　真 　　（晶子） 　　　（和信） 　　　（和雄） 中島　琢磨
℡0269-38-0960

℡0268-82-8808 ℡026-276-5763 ℡026-213-7181 ℡026-272-8065 ℡090-4841-8346 ℡026-215-7007 ℡026-226-9182 ℡026-285-6806 ℡026-232-0391 ℡026-226-6580 ℡026-244-6612 ℡026-241-4323 ℡026-219-2182 ℡026-295-9780 ℡026-248-3163 ℡026-247-5716 Ｆ0269-38-0960 ℡0269-22-2990 ℡0269-38-0760
Ｆ0268-82-8808 Ｆ026-276-5771 Ｆ026-213-7181 Ｆ026-272-8067 Ｆ026-215-7008 Ｆ026-226-9182 Ｆ026-285-6806 Ｆ026-232-0391 Ｆ026-264-5768 Ｆ026-244-6612 Ｆ026-241-4323 Ｆ026-219-2182 Ｆ026-295-9780 Ｆ026-248-3163 Ｆ026-247-5716 ※090-5211-6950 Ｆ0269-23-3678 Ｆ0269-38-0760

連絡は安藤整骨院へ ※026-295-9797

フジ接骨院 健心堂接骨院 たま整骨院 綱島接骨院 古牧整骨院 長池整骨院 ひびき接骨院 権堂接骨院 上松クローバー 柄澤整骨院 小山接骨院 三木整骨院 池田接骨院 ばーと鍼灸整骨院 高橋接骨院
藤田　卓也 竹前　秀一 石田　拓未 土屋　浩子 西條　賢治 西條　義郎 小林　尚生 増山　和男 整骨院 雪入百合枝 小口美由紀 三木　一晃 高橋くみ子 石坂　智毅 高橋　文彦

（西澤　嶺） （徳武　宗昭） 　　　（友教） 町田　雄志         (恵)
　　　（美穂）

℡026-214-6585 ℡026-293-3730 ℡026-283-3270 ℡026-285-9667 ℡026-226-2857 ℡026-244-1118 ℡026-224-8707 ℡026-237-5701 ℡026-219-6711 ℡026-296-3338 ℡026-248-6533 ℡026-477-2034 ℡0269-22-3431 ℡0269-67-0671 ℡0269-26-7313
Ｆ026-214-6585 Ｆ026-293-3730 Ｆ026-283-3270 Ｆ026-285-9667 Ｆ026-226-2857 Ｆ026-244-1118 Ｆ026-224-8707 Ｆ026-237-5701 Ｆ026-219-6711 Ｆ026-248-6533 Ｆ026-477-2034 Ｆ0269-22-3431 Ｆ0269-67-0681 Ｆ0269-26-7313

※026-285-2563 ※090-8779-1518 ※026-263-8656 ※026-295-5723

下崎接骨院 永井整骨院 西條整骨院 ひびき接骨院 春原接骨院 みずはし整骨院 にこにこ 翔整骨院
武士　和哉 永井修一郎 西條　春雄 大川　泰裕 春原　邦章 水橋 拓也 鍼灸整骨院 田中　翔太

    (貴美子） 　　 （雅貴） （湯本　駿人） 樋口　知宏
   （美由紀） （古籏　賢史） （鶴田　啓人）

℡026-283-1053 ℡026-284-8666 ℡026-221-0515 ℡026-217-5354 ℡026-245-0889 ℡026-405-6426 ℡0269-69-7700
Ｆ026-283-1053 Ｆ026-254-7776 Ｆ026-221-0513 Ｆ026-217-5354 ※026-248-2505 Ｆ026-405-6426 ℡0269-23-1667 Ｆ0269-69-7700

Ｆ026-248-2505 ※090-4813-2059 Ｆ0269-23-1667

高水メールＤ 高水メールＥ長水メールＨ 長水メールＩ 長水メールＪ 高水メールＡ 高水メールＢ 高水メールＣ更埴メールＦ 長水メールＡ

高橋　誠希
℡026-234-4114
Ｆ026-234-4114

春原　昌弘
℡026-243-4824
Ｆ026-243-4824

宮崎　剛
℡026-234-6915
Ｆ026-234-6915

長水メールＢ 長水メールＣ 長水メールＤ 長水メールＥ 長水メールＦ

小島　弘光
℡026-259-7577
Ｆ026-259-7577

長水メールＧ更埴メールＡ 更埴メールＢ 更埴メールＣ 更埴メールＤ 更埴メールＥ

布施谷貴博
℡0269-26-5786
Ｆ0269-26-5786

松本　毅
℡0269-22-3700
Ｆ0269-26-1152

鶴田　隆
℡0269-26-6906
Ｆ050-75308469

宮本　義豊
℡026-232-1281
Ｆ026-232-1281

林　哲也
℡026-282-6180
Ｆ026-282-6180

平成29・30年度 北信接骨師会メール連絡網
平成30年12月17日現在 

 ℡・・診療所　　　Ｆ・・FAX　　　 ※・・自宅　　(　)は準会員

 メール連絡網の連絡員は、緊急・出欠確認等の場合のみ各列に連絡をお願い致します。

中山　清隆
℡026-272-1878
Ｆ026-272-1885
※026-272-0108

塚田　 剛
℡026-272-8811
Ｆ026-272-8811

高原　義勝
℡026-293-7064
Ｆ026-293-7089

瀧澤　哲也
℡026-286-7488
Ｆ026-286-7488

大月　康彦
℡026-286-7773
Ｆ026-286-7773

脇本　裕
℡026-213-7751
Ｆ026-213-7752

小橋　義彦
℡0269-38-3426
Ｆ0269-38-3426

峯村　和恵
℡026-284-9225
Ｆ026-284-9225

井出　和光
℡026-243-7533
Ｆ026-243-7404

端山　千草
℡026-241-3168
Ｆ026-241-3168

桧山　治
℡026-243-8088
Ｆ026-243-8088

篠﨑　裕一
℡026-263-4738
Ｆ026-263-4740



副委員長 副部長 理　事 副部長 副部長 委員長 副部長

中山整骨院 つかだ整骨院 高原整骨院 たきざわ整骨院 大月整骨院 山内整骨院 まつおか接骨院
中山　清隆 塚田　 剛 高原　義勝 瀧澤　哲也 大月　康彦 山内　明 髙池　忠宏

℡026-272-1878 ℡026-272-8811 ℡026-293-7064 ℡026-286-7488 ℡026-286-7773 ℡026-283-8110 ℡026-221-8006
Ｆ026-272-1885 Ｆ026-272-8811 Ｆ026-293-7089 Ｆ026-285-0458 Ｆ026-286-7773 Ｆ026-283-8110 Ｆ026-221-8006
※026-272-0108

あんず整骨院 村山接骨院 酒井整骨院 川中島整骨院 かっせんば整骨院 伊豫田接骨院 古岩井整骨院
脇本　裕 村山　高之 酒井　正彦 竹田　政利 高橋　秀樹 伊豫田幹幸 古岩井裕之

（奈津子）
（佐伯　総太）

℡026-213-7751 ℡026-273-4679 ℡026-293-4610 ℡026-214-8773 ℡026-293-5568 ℡026-285-5477 ℡026-221-7483
Ｆ026-213-7752 Ｆ026-273-4679 Ｆ026-293-9388 Ｆ026-214-8773 Ｆ026-293-5568 Ｆ026-285-5477 Ｆ026-221-7483

※090-4747-9036

大久保接骨院 ゆたか整骨院 おんべ川接骨院 小林整骨院 横田堂 ほりうちケア 原山接骨院
大久保　博 松林　豊 島田　秀樹 森嶋　舞 渡辺整骨院 鍼灸院整骨院 原山　修

　　（隆文） 渡邉　正哉 堀内健太郎

℡0268-82-8020 ℡026-214-7883 ℡026-293-7575 ℡026-293-4522 ℡026-292-0586 ℡026-477-7600 ℡026-224-1710
Ｆ0268-82-8268 Ｆ026-214-7883 Ｆ026-293-7575 Ｆ026-293-4522 Ｆ026-293-9222 Ｆ026-470-7600 Ｆ026-224-1710

※080-5434-2155 ※026-223-7787

ユウキ整骨院 櫻田接骨院 とくたけ整骨院 くぼた接骨院 岩野安藤整骨院 みさわ整骨院
祢津　明子 櫻田　精一 徳武　学 窪田　勝 安藤　信幸 三澤　勇斗

（山崎　元太）

℡0268-82-8808 ℡026-276-5763 ℡026-213-7181 ℡026-272-8065 ℡090-4841-8346 ℡026-215-7007
Ｆ0268-82-8808 Ｆ026-276-5771 Ｆ026-213-7181 Ｆ026-272-8067 Ｆ026-215-7008

連絡は安藤整骨院へ

フジ接骨院 健心堂接骨院
藤田　卓也 竹前　秀一

（西澤　嶺）

℡026-214-6585 ℡026-293-3730
Ｆ026-214-6585 Ｆ026-293-3730

更埴メールＡ 更埴メールＢ 更埴メールＣ 更埴メールＤ 更埴メールＥ 更埴メールＦ 長水メールＡ

脇本　裕
℡026-213-7751
Ｆ026-213-7752

 ℡・・診療所　　　Ｆ・・FAX　　　 ※・・自宅　　(　)は準会員

 メール連絡網の連絡員は、緊急・出欠確認等の場合のみ各列に連絡をお願い致します。

中山　清隆
℡026-272-1878
Ｆ026-272-1885
※026-272-0108

塚田　 剛
℡026-272-8811
Ｆ026-272-8811

高原　義勝
℡026-293-7064
Ｆ026-293-7089

瀧澤　哲也
℡026-286-7488
Ｆ026-286-7488

大月　康彦
℡026-286-7773
Ｆ026-286-7773

峯村　和恵
℡026-284-9225
Ｆ026-284-9225
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理　事 副部長 理　事 副部長 理　事 副部長 副委員長

井出接骨院 はやま整骨院 桧山接骨院 篠崎接骨院 なかごえ接骨院 湯本整骨院 やなぎさわ接骨院
井出　和光 端山　千草 桧山　治 篠﨑　裕一 小島　弘光 湯本　達男 柳澤　卓三

（塚田　達星）        （博子） （宮嵜　結衣）        （英翔）
（熊井　貴一） （田中　経義）
℡026-243-7533 ℡026-241-3168 ℡026-243-8088 ℡026-263-4738 ℡026-259-7577 ℡026-243-6161 ℡026-237-2488
Ｆ026-243-7404 Ｆ026-241-3168 Ｆ026-243-8088 Ｆ026-263-4740 Ｆ026-259-7577 Ｆ026-243-6161 Ｆ026-237-2488

※026-237-2482

関整骨院 安藤整骨院 仙骨らぽーる 志川接骨院 村松整骨院 土屋整骨院 くりた接骨院
関　賀文 安藤　泰範 整骨院　 志川　豊 村松　文雄 土屋　良視 中島裕多郎

酒井　浩至 （轟　哲広）

℡026-217-6263 ℡026-226-5503 ℡026-226-8772 ℡026-234-1076 ℡026-296-6535 ℡026-241-3203 ℡026-219-3136
Ｆ026-217-6263 Ｆ026-226-2074 Ｆ026-226-8779 Ｆ026-234-1076 Ｆ026-296-6535 Ｆ026-241-3203 Ｆ026-219-3136
※026-284-3646 ※026-224-6087 ※026-292-6049 ※026-232-7283 ※026-296-3904 ※026-244-9867

山口接骨院 つましな整骨院 にしざわ整骨院 田中整骨院 小林接骨院 滝沢整骨院 柄澤整骨院
山口　昌弘 宮澤　敬介 西澤 　亘 田中　健一 小林　克徳 瀧澤　正義 柄澤　康雄

　　　 （恭子） 　　　（しおり）

℡026-224-3273 ℡026-262-1213 ℡026-259-0332 ℡026-259-0909 ℡026-295-9437 ℡026-244-0391 ℡026-241-4601
Ｆ026-224-3273 Ｆ026-262-1213 Ｆ026-259-0332 Ｆ026-259-0909 Ｆ026-295-9437 Ｆ026-244-0391 Ｆ026-241-4818

※026-235-0584

吉池整骨院 ハレルヤ 村山接骨院 太田整骨院 淵田整骨院 竹内整骨院 たすいち接骨院
岡本　和憲 まこと整骨院 村山　泉 太田　捷也 淵田　高章 竹内　正 藤森　哲也

　　　（絵里） 久井　真 　　（晶子） 　　 （和信） 　　　（和雄）

℡026-226-9182 ℡026-285-6806 ℡026-232-0391 ℡026-226-6580 ℡026-244-6612 ℡026-241-4323 ℡026-219-2182
Ｆ026-226-9182 Ｆ026-285-6806 Ｆ026-232-0391 Ｆ026-264-5768 Ｆ026-244-6612 Ｆ026-241-4323 Ｆ026-219-2182

たま整骨院 綱島接骨院 古牧整骨院 長池整骨院 ひびき接骨院 権堂接骨院 上松クローバー
石田　拓未 土屋　浩子 西條　賢治 西條　義郎 小林　尚生 増山　和男 整骨院

（徳武　宗昭） 　　　（友教） 町田　雄志
　　　（美穂）

℡026-283-3270 ℡026-285-9667 ℡026-226-2857 ℡026-244-1118 ℡026-224-8707 ℡026-237-5701 ℡026-219-6711
Ｆ026-283-3270 Ｆ026-285-9667 Ｆ026-226-2857 Ｆ026-244-1118 Ｆ026-224-8707 Ｆ026-237-5701 Ｆ026-219-6711

※026-285-2563 ※090-8779-1518 ※026-263-8656

下崎接骨院 永井整骨院 西條整骨院 ひびき接骨院
武士　和哉 永井修一郎 西條　春雄 大川　泰裕

    (貴美子） 　　 （雅貴） （湯本　駿人）
   （美由紀） （古籏　賢史）

℡026-283-1053 ℡026-284-8666 ℡026-221-0515 ℡026-217-5354
Ｆ026-283-1053 Ｆ026-254-7776 Ｆ026-221-0513 Ｆ026-217-5354

長水メールＨ

高橋　誠希
℡026-234-4114
Ｆ026-234-4114

春原　昌弘
℡026-243-4824
Ｆ026-243-4824

長水メールＢ 長水メールＣ

桧山　治
℡026-243-8088
Ｆ026-243-8088

篠﨑　裕一
℡026-263-4738
Ｆ026-263-4740

小島　弘光
℡026-259-7577
Ｆ026-259-7577

長水メールＧ長水メールＤ 長水メールＥ 長水メールＦ
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井出　和光
℡026-243-7533
Ｆ026-243-7404

端山　千草
℡026-241-3168
Ｆ026-241-3168
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理　事 理　事 副委員長 委員長 理　事 委員長

宮崎整骨院 こばひで整骨院 はやし整骨院 小橋接骨院 フセヤ接骨院 西公園整骨院 中野金井
宮崎　剛 小林　秀樹 林　哲也 小橋　義彦 布施谷貴博 松本　毅   篠原接骨院

　　　（直） （東山　直也） 　　　（茂之） 鶴田　隆
　　　（香穂）

℡026-234-6915 ℡026-219-2570 ℡026-282-6180 ℡0269-26-5786 ℡0269-22-3700 ℡0269-26-6906
Ｆ026-234-6915 Ｆ026-219-2576 Ｆ026-282-6180 ℡0269-38-3426 Ｆ0269-26-5786 Ｆ0269-26-1152 Ｆ050-7530-8469 

※080-3412-3894 Ｆ0269-38-3426 ※026-247-3384
※0269-38-3090

福澤整骨院 丸山整骨院 野本整骨院 柴田整骨院 湯田中温泉整骨院 松田接骨院 みゆき野整骨院
福澤　亮 丸山　隼輝 野本　真一 柴田　孫栄 小林　修 松田　和也 山﨑　裕

       （正夫） （春原　大樹） （廣川さつき）

℡026-296-2938 ℡026-253-3522 ℡026-282-5287 ℡026-248-1281 ℡0269-33-4521 ℡0269-38-1615 ℡0269-63-3733
Ｆ026-296-2938 Ｆ026-253-3522 Ｆ026-282-5287 Ｆ026-248-1281 Ｆ0269-33-4521 Ｆ0269-38-1616 Ｆ0269-63-3733

※026-293-0567

赤沼整骨院 中澤整骨院 やまぐち整骨院 須坂接骨院 木島平接骨院 三京整骨院 増尾接骨院
赤沼　将充 中澤　厚 山口　智弘 湯本　延人 寺内　亨 丸山　桂 増尾　広宣

（勝山　一紀）     　 （幸仁） （高島　美咲）

℡026-217-4589 ℡026-262-2815 ℡026-274-5907 ℡026-248-3721 ℡0269-82-2542 ℡0269-23-2651 ℡0269-63-3616
Ｆ026-217-4589 Ｆ026-262-2815 Ｆ026-274-5913 Ｆ026-248-3891 Ｆ0269-82-4073 Ｆ0269-23-2651 Ｆ0269-63-3616

※026-299-2233

市川接骨院 墨坂整骨院 大口整骨院 よしだ鍼灸整骨院 松川整骨院 よつば中野平
市川　央 西條　義明 大口　友久 吉澤　賢治 大塚　祥司 　　　接骨院

中島　琢磨
℡0269-38-0960

℡026-295-9780 ℡026-248-3163 ℡026-247-5716 Ｆ0269-38-0960 ℡0269-22-2990 ℡0269-38-0760
Ｆ026-295-9780 Ｆ026-248-3163 Ｆ026-247-5716 ※090-5211-6950 Ｆ0269-23-3678 Ｆ0269-38-0760
※026-295-9797

柄澤整骨院 小山接骨院 三木整骨院 池田接骨院 ばーと鍼灸整骨院 高橋接骨院
雪入百合枝 小口美由紀 三木　一晃 高橋くみ子 石坂　智毅 高橋　文彦

        (恵)

℡026-296-3338 ℡026-248-6533 ℡026-477-2034 ℡0269-22-3431 ℡0269-67-0671 ℡0269-26-7313
Ｆ026-248-6533 Ｆ026-477-2034 Ｆ0269-22-3431 Ｆ0269-67-0681 Ｆ0269-26-7313

※026-295-5723

春原接骨院 みずはし整骨院 にこにこ 翔整骨院
春原　邦章 水橋 拓也 鍼灸整骨院 田中　翔太

樋口　知宏
（鶴田　啓人）

℡026-245-0889 ℡026-405-6426 ℡0269-69-7700
※026-248-2505 Ｆ026-405-6426 ℡0269-23-1667 Ｆ0269-69-7700
Ｆ026-248-2505 ※090-4813-2059 Ｆ0269-23-1667

高水メールＤ 高水メールＥ長水メールＩ 長水メールＪ 高水メールＡ 高水メールＢ 高水メールＣ

松本　毅
℡0269-22-3700
Ｆ0269-26-1152

鶴田　隆
℡0269-26-6906
Ｆ050-75308469

宮崎　剛
℡026-234-6915
Ｆ026-234-6915

宮本　義豊
℡026-232-1281
Ｆ026-232-1281

林　哲也
℡026-282-6180
Ｆ026-282-6180

布施谷貴博
℡0269-26-5786
Ｆ0269-26-5786
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小橋　義彦
℡0269-38-3426
Ｆ0269-38-3426
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