
氏名 三重県 指導員級 主な指導分野

杉本 悦子 鈴鹿市 Ｂ級指導員 箏・三絃
石川 桂子 鈴鹿市 Ｂ級指導員 音楽教育・音楽療法・吹奏楽
生田 志穂 鈴鹿市 Ｂ級指導員 エレクトーン・ミュージカル
山路 淳子 津市 Ｂ級指導員 ピアノ・音楽教育
齊藤 德子 津市 Ｃ級指導員 箏曲
吉村 和子 津市 Ｃ級指導員 箏曲
小山田 リエ 名張市 Ｂ級指導員 エレクトーン・ピアノ
比留間 町子 松阪市 Ｃ級指導員 箏曲
杉本 美代子 四日市市 Ｂ級指導員 箏曲

（2019年4月現在　9名）　



氏名 滋賀県 指導員級 主な指導分野

杉田 美穂 近江八幡市 A級指導員 ピアノ
福永 みつ子 大津市 A級指導員 箏・三絃・十七絃
玉置 理香 大津市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・音楽教育幼児教育
野﨑 清美 草津市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・ＤＴＭ
佐々木 忍 草津市 Ｃ級指導員 サクソフォン・吹奏楽
岡本 由美子 守山市 Ｃ級指導員 ピアノ・エレクトーン

（2019年4月現在　6名）



氏名 京都府 指導員級 主な指導分野

足達 靖子 宇治市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・音楽教育
木之下 真理 乙訓郡 Ｂ級指導員 エレクトーン・ヴィオリラ
堀 英樹 京丹後市 Ｃ級指導員 吹奏楽指導・ＭＩＤＩ
石角 朋美 京田辺市 A級指導員 音楽教育・鍵盤リトミック
小島 律子
（雅楽幸）

京都市 A級指導員 箏曲・三弦

実藤 道子 京都市 Ｂ級指導員 箏曲
龍見 和歌子 京都市 Ｂ級指導員 箏曲・三絃
田中 聡美 京都市 Ｂ級指導員 ピアノ･療育音楽
大西 いつ子 京都市 Ｂ級指導員 ピアノ･大正琴
青地 政美 京都市 Ｃ級指導員 音楽教育・エレクトーン
北川 和子 京都市 Ｂ級指導員 箏曲
松岡 純江 京都市 Ｂ級指導員 アンサンブル指導・鍵盤楽器
早川 和子 京都市 Ｂ級指導員 ピアノ
中西 滋子 京都市 Ｂ級指導員 ピアノ
辻 富美 京都市 Ｃ級指導員 箏・三絃
和田 晶子 京都市 Ｂ級指導員 箏曲・三絃・二胡
多羅 みち子 京都市 Ｃ級指導員 ピアノ・音楽教育
土井 千嘉子 京都市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・合唱（声楽）

森脇 百合子 京都市 A級指導員 箏・三弦

髙橋 邦子 京都市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器（ピアノ・エレクトーン）

寺井 和枝 京都市 Ｃ級指導員 ミュージックベル・声楽

尾本 朋子 城陽市 Ｃ級指導員 ピアノ・チャイム・ベル

山﨑 利美 城陽市 Ｃ級指導員 アンサンブル指導・ピアノ
上田 未矢子
（雅楽嶺）

長岡京市 Ｂ級指導員 箏曲

山田 博子 福知山市 Ｂ級指導員 音楽教育・ピアノ

尾松 司織 福知山市 Ｃ級指導員 音楽教育・音楽療法

金子 治子 八幡市 Ｂ級指導員 箏曲・三絃・ピアノ

（2019年4月現在　27名）



氏名 大阪府 指導員級 主な指導分野

川村 千恵子 池田市 Ｂ級指導員 箏曲・地唄

長濱 多恵子 池田市 Ｂ級指導員 フルート・オカリナ

吉野 眞理 泉大津市 Ｃ級指導員 ピアノ・鍵盤ハーモニカ

奥村 久美子 和泉市 Ｂ級指導員 ピアノ・エレクトーン

中浜 さとみ 茨木市 Ｂ級指導員 ピアノ・リトミック

増田 靖子 茨木市 A級指導員 エレクトーン・ピアノ

加古 有子 茨木市 A級指導員 乳幼児音楽教育・鍵盤楽器

杉本 典子 茨木市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・音楽療法

平野 みゆき 大阪市 A級指導員 弦楽器・雅楽

青山 敬子 大阪市 Ｃ級指導員 箏曲・音楽教育

城戸 浩子 大阪市 Ｂ級指導員 ピアノ・パーカッション

福山 眞智子 大阪市 Ｂ級指導員 箏曲

尾崎 美智子 大阪市 Ｂ級指導員 箏曲・三絃

岡本 広美 大阪市 A級指導員 音楽教育・鍵盤楽器

山﨑 亜紀 大阪市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・作曲・編曲

奥休場 陽子 大阪市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器

米倉 康代 大阪市 Ｃ級指導員 ピアノ・大正琴

丸岡 裕子 大阪市 Ｃ級指導員 箏曲・ピアノ

安岡 浩子 大阪市 Ｃ級指導員 ピアノ・エレクトーン

三上 香子 大阪狭山市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器ピアノ・音楽理論

宮本 生 交野市 Ｂ級指導員 ピアノ・声楽

堤 孝子 交野市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・作曲

柴田 喜代子 河内長野市 Ｃ級指導員 箏曲・邦楽楽理・三絃

安原 理佳 河内長野市 Ｂ級指導員 ピアノ・リトミック

北原 敦子 堺市 Ｃ級指導員 音楽教育・鍵盤楽器

山口 茂子 堺市 Ｃ級指導員 音楽教育・箏曲

藤田 郁子 堺市 Ｂ級指導員 ピアノ・ハンドベル

中西 由紀子 堺市 Ｃ級指導員 合唱(声楽)・ピアノ

池田 尚子 堺市 Ｃ級指導員 ピアノ

北川 久美子 堺市 Ｃ級指導員 ピアノ・エレクトーン・楽典

北野 充子 堺市 Ｂ級指導員 ピアノ・ベル・チャイム



佐藤 誠 四條畷市 Ｂ級指導員 作曲・編曲・カラオケ指導

楠 雅楽匠 吹田市 Ｃ級指導員 箏曲

橋本 八千代 吹田市 Ｂ級指導員 音楽教育・ピアノ

熊取谷 友紀子 泉南郡 Ｃ級指導員 鍵盤楽器

楠本 千佳子 高石市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・音楽療法

大宅 百合子 高槻市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器

谷 裕美子 大東市 Ｂ級指導員 ピアノ・エレクトーン

名倉 友紀 豊中市 Ｂ級指導員 ピアノ・音楽療法

大町 桂恵子 豊中市 Ｂ級指導員 箏曲・三絃

渡 御津子 富田林市 Ｂ級指導員 リトミック・ピアノ

光吉 加代子 富田林市 Ｃ級指導員 ピアノ・エレクトーン

橋本 貴美子 寝屋川市 Ｂ級指導員 エレクトーン・音楽療法

内田 和香子 寝屋川市 Ｂ級指導員 邦楽（箏・三絃）

桑山 友紀子 寝屋川市 Ｃ級指導員 エレクトーン・ピアノ

金谷 ますみ 寝屋川市 Ｃ級指導員 音楽療法・鍵盤楽器

松本 裕樹 阪南市 Ｃ級指導員 電子オルガン

池上 智子 阪南市 A級指導員 鍵盤楽器・医療従事者

吉岡 寛子 東大阪市 Ｂ級指導員 ピアノ・大正琴・ヴィオリラ

木村 久美子 枚方市 Ｂ級指導員 ピアノ･声楽(合唱)

中野 薫 枚方市 Ｃ級指導員 ピアノ・コンピュータ音楽

増田 いづみ 枚方市 Ｂ級指導員 ピアノ・音楽教育

前田 美由紀 枚方市 Ｂ級指導員 ピアノ・音楽教育

湯本 左衛子 枚方市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・合唱

中島 晴美 枚方市 Ｃ級指導員 音楽療法・鍵盤楽器

安井 享子 枚方市 Ｃ級指導員 ピアノ・リトミック

橋本 好見 枚方市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・打楽器

坂元 あさぎ 箕面市 Ｃ級指導員 ピアノ・エレクトーン

安房 悦子 箕面市 Ｃ級指導員 箏曲・三弦

一ノ瀬 美貴子 守口市 Ｂ級指導員 ピアノ・エレクトーン

雜喉 敏子 八尾市 Ｃ級指導員 ピアノ・エレクトーン



（2020年8月現在　61名）



氏名 兵庫県 指導員級 主な指導分野

澤ノ井 裕子 芦屋市 A級指導員 鍵盤楽器・手話コーラス
平田 孝子 芦屋市 Ｂ級指導員 音楽教育･ピアノ
宮原 令子 芦屋市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・ヘルマンハープ
堀口 宏美 芦屋市 Ｃ級指導員 ピアノ指導・リトミック
石井 かおり 尼崎市 Ｃ級指導員 ボイストレーニング・ピアノ

志方 多美子 加西市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器
寺西 直子 川西市 A級指導員 音楽教育・ピアノ

井角 利佳子 川西市 Ｂ級指導員 鍵盤・リトミック・音楽療育

橘　公子 川辺郡 Ｃ級指導員 ピアノ・電子オルガン

清水 真理 神戸市 Ｂ級指導員 大正琴・器楽合奏指導
山本 清花 神戸市 Ｂ級指導員 ピアノ・音楽教育
田中 宜子 神戸市 Ｂ級指導員 ピアノ・音楽教育
今泉 貞子 神戸市 Ｂ級指導員 箏・三絃・十七絃
井上 久美子 神戸市 Ｂ級指導員 ピアノ・エレクトーン
津村 敬子 神戸市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・大正琴
小山 耕一 神戸市 A級指導員 合唱・音楽療育・音楽催企画
太田 敬子 神戸市 Ｂ級指導員 ピアノ・エレクトーン
田村 由美子 神戸市 Ｃ級指導員 音楽教育・鍵盤楽器
泉 能理子 神戸市 Ｂ級指導員 歌唱・鍵盤楽器・音楽療法
濱野 民枝 宝塚市 Ｂ級指導員 箏・三絃・十七絃

林 太郎 宝塚市 Ｃ級指導員 西洋和声学・吹奏楽

田口　実 宝塚市 Ｃ級指導員 歌唱（声楽）

岩崎 久仁子 西宮市 A級指導員 ピアノ･エレクトーン
辻井 由美子 西宮市 Ｂ級指導員 音楽教育・バイオリン
吉岡 喜久枝 西宮市 Ｃ級指導員 箏曲（新曲）

岩本 夕有美 西宮市 A級指導員 鍵盤楽器・大正琴

福原 純子 西宮市 Ｂ級指導員 ピアノ・音楽教育・箏

玉城 佳代子 西宮市 Ｃ級指導員 エレクトーン・キーボード

寺本 洋子 西宮市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器

藤原　眞理子 西脇市 Ｃ級指導員 教育音楽・ピアノ

（2019年4月現在　30名）



氏名 奈良県 指導員級 主な指導分野

竹村 さつき 磯城郡 Ｃ級指導員 箏・三絃・個人及び合奏指導

久保 純子 磯城郡 Ｃ級指導員 箏曲

吉岡 紘子 生駒市 Ｂ級指導員 箏曲

伊藤 寿美子 生駒市 Ｂ級指導員 箏・三絃・十七絃・胡弓

髙尾 博子 生駒市 Ｂ級指導員 ピアノ・音楽療法

杉本 千鶴 宇陀市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器

山口 奈々子 香芝市 Ｂ級指導員 電子オルガン・ピアノ

浦口 千都 北葛城郡 Ｂ級指導員 鍵盤楽器

張田 博子 天理市 A級指導員 エレクトーン・大正琴

菊池 瑠璃子 奈良市 Ｂ級指導員 箏曲

辨天 富美子 奈良市 A級指導員 ピアノ・音楽教育

宮村 禮子 奈良市 Ｃ級指導員 箏曲

當内 祥子 奈良市 A級指導員 リトミック・ピアノ・コーラス・合唱(呼吸法)

中井 由美子 大和郡山市 Ｂ級指導員 ピアノ・声楽・音楽教育

岡本 圭未 吉野郡 Ｃ級指導員 箏・三絃

（2020年8月現在　15名）



氏名 和歌山県 指導員級 主な指導分野

谷本 周子 西牟婁郡 Ｃ級指導員 ピアノ・エレクトーン
井澗 水城 和歌山市 Ｃ級指導員 ピアノ・音楽療法
和泉 愛子 和歌山市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・音楽学

（2019年4月現在　3名）
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