
福岡県　　６ブロック

会　　　　　　名 会長名 会　　　　　　名 会長名

福岡県手話の会連合会福岡県手話の会連合会福岡県手話の会連合会福岡県手話の会連合会 内堀　義喜 大川手話の会 赤司　徳久

福岡手話の会　8支部福岡手話の会　8支部福岡手話の会　8支部福岡手話の会　8支部 長井　貴宏 みやま市手話の会 山下　昭美

福岡地区手話の会連絡協議会福岡地区手話の会連絡協議会福岡地区手話の会連絡協議会福岡地区手話の会連絡協議会 野田　和彦 大牟田手話の会 杉野　有美子

春日手話の会 氷室　まり子 筑豊手話の会筑豊手話の会筑豊手話の会筑豊手話の会 武内　啓喜

大野城手話の会 野田　和彦 中遠手話の会連絡協議会

太宰府手話の会 樋口　軍時 中間支会 渡邊　美由紀

那珂川手話の会 船越　昭 水巻支会 原　弘

筑紫野市手話の会 冨野　二紀 新水巻支会 津田　美由紀

糸島手話の会 友池　はすみ 遠賀支会 今井　芳子

宗像手話の会 若杉　義光 岡垣支会 石田　典子

粕屋地区手話の会 野上　まり 芦屋支会 篠原　美紀

　　　　　　　古賀町手話の会 田川手話の会　　１０支部 上條　美智子

志免町手話の会 田川支会

粕屋町手話の会 香春支会

新宮町手話の会 川崎支会

篠栗町手話の会 糸田支会

宇美町手話の会 赤支会

久山町手話の会 金田支会

須恵町手話の会 方城支会

県南手話の会連合会県南手話の会連合会県南手話の会連合会県南手話の会連合会 佐藤　佳子 赤池支会 休会中

久留米手話の会 塚本　秀二 大任支会

小郡手話の会 青柳　美保 添田支会

大刀洗町手話の会 野村　久美子 直鞍地区手話の会連絡協議会 堀　悦雄

うきは市手話の会 藤田　真弓 直方手話の会

朝倉市手話の会 内堀　義喜 小竹手話の会

北野手話の会 竹内　美香子 宮若手話の会

筑前手話の会 野寄　千恵 鞍手手話の会

八女手話の会 佐藤　佳子

柳川手話の会 古賀　くみ子

九州手話サークル連絡協議会加盟サークル名簿（平成27年12月現在）



福岡県　　 佐賀県

会　　　　　　名 会長名 会　　　　　　名 会長名

嘉飯山手話の会連絡協議会10支部 白木　英夫 千代田手話の会 酒見　喜代美

飯塚手話の会 手話サークルゆうゆう会 柴山  淳子

山田手話の会 吉野ヶ里手話の会 土井　敏明

庄内手話の会 休会中 江北手話の会 岩永　良子

稲築手話の会 小城市手話サークル 本村　恵

穂波町手話の会 あおいとり手話の会 周藤　かよ子

桂川手話の会 基山みみの会 倉地　律子

筑穂手話の会 グリンティー手話の会 山下　彰浩

嘉穂手話の会

頴田手話の会 長崎県

碓井手話の会 休会中 会　　　　　　名 会長名

北九州手話の会　９支部北九州手話の会　９支部北九州手話の会　９支部北九州手話の会　９支部 田畑　鮎美 長崎県手話サークル連絡協議会 小濱　規男

京築手話サーク連絡協議会　５支部京築手話サーク連絡協議会　５支部京築手話サーク連絡協議会　５支部京築手話サーク連絡協議会　５支部 上森　信義 平戸手話サークル 宮崎　とし子

苅田手話の会 吉井「ひまわり」手話サークル 前田　ヤヨイ

豊前手話の会 佐々手話サークル 江口　直美

豊津手話の会 小佐々手話サークル 休会中

行橋手話の会

佐世保手話サークル「親ゆび子ゆ

び」

副島　輝美

行橋手話の会(昼間部） 東彼手話サークル    「ゆびのわ」 三根　勤

築城手話の会 いづはら手話サークル「みんなの手」 安田　親男

大村手話サークル 川合　郁美

佐賀県 手話サークル   「ふれあい」 岩永　直幸

会　　　　　　名 会長名 諫早手話サークル 鶴川　恵

佐賀県手話の会連絡協議会 南里　トミエ 飯盛手話サークル   「みどり会」 山崎　八重子

多久手話の会 高群　　薫 手話サークル　「うんぜん」 桶本　寿美子

唐津手話の会 富田　芳郎次 島原手話サークル 寺中　龍子

武雄手話の会 山口　孝代 南島原手話サークル｢ピアーズ」 草野　徳

鹿島手話サークル 中島　遠 時津手話サークル 平山　忍

伊万里手話の会 山口　美由紀 長与手話サークル 水島　桃代

ひまわり手話の会 南里　トミエ 長崎手話サークル 平尾　かおり

手話サークルむつごろう 高倉　尊広 五島手話サークル　「絆」 清水　悦子

九州手話サークル連絡協議会加盟サークル名簿（平成27年12月現在）



熊本県 大分県

会　　　　　　名 会長名 会　　　　　　名 会長名

熊本県手話サークル「わかぎ」 青山　寛六 さくらんぼ 日小田　春作

熊本わかぎ 松岡　由美子 たけた 藤原　義高

玉名わかぎ 村野　耕一

八代わかぎ 中村　靖寛 宮崎県

人吉・球磨わかぎ 小野尾　一秀 会　　　　　　名 会長名

天草わかぎ 吉野　　綾 宮崎県手話サークル連絡協議会 森田　良雄

水俣わかぎ 吉田　直美

延岡

わかあゆ

下本　祐二

宇城わかぎ 田中　みさ代 門川 休会中

荒尾わかぎ 松下　さえ子

日向

ひむかい

松浦　茂

阿蘇わかぎ (副)山田　真理

高鍋

もくせい

荒川　真任

鹿本わかぎ 森　保夫

西都

ひまわり

奧田　さおり

菊池わかぎ 緒方　隆子 新富 永友　利男

都城 大橋　正敏

大分県

宮崎

いもっこ

稲田　敏紀

会　　　　　　名 会長名

清武

てとてとて

加藤　香代子

大分県手話サークル連絡協議会 阿部　敬信

日南

たんぽぽ

休会中

はぐるま（夜の部） 中元　教博

はぐるま（昼の部） 吉川　順子 鹿児島県

にじ（夜） 須藤　かおる 会　　　　　　名 会長名

にじ（昼） 稲尾　治江 鹿児島県手話サークル連絡協議会 出森　俊郎

ひ　じ 朝山　美果

指宿

なの花

出森　俊郎

きつき 清原　千穂

鹿児島

太陽

塩屋　壽子

ふれあい 松本　年明

いちき串木野

ひまわり

井手迫なみ子

さつき 小林　芳子

出水

まなづる

弓削　忠司

「さつき」昼 大下　千里

姶良

かりん

濵川  千鶴子

あさぎり (副)椋野　由美

霧島

きりしま

永田　広美

城山 高司　眞智子

鹿屋

やまびこ

崎 田  典 子

小鳩 薬師寺かなえ

奄美

てて

中 浜   博

せきぶつ 東　初美

大口

コアラ

浜木　奈奈美

吉四六 白野　奈美

九州手話サークル連絡協議会加盟サークル名簿（平成27年12月現在）


