
団　　　体　　　名

メールアドレス

全国特別支援学校長会 会 長 朝日 滋也 03-3812-5022

zentoku@yo.rim.or.jp 事務局長 米谷 一雄 03-3812-5022

全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会 会 長 山中 ともえ 渋谷区代々木２－２３－１ 03-6276-6883

zentokukyo@tbm.t-com.ne.jp 事務局長 吉本 裕子 ニューステイトメナー６０９号室 03-6276-6883

全国盲学校ＰＴＡ連合会 会 長 内間 香代子 03-3984-5501

zenmoup@ybb.ne.jp 事務局長 座間 幸男 03-3984-5501

全国聾学校ＰＴＡ連合会 会 長 横田 志津 03-3984-2555

zenrop@iaa.itkeeper.ne.jp 事務局長 落合 勇 03-3984-2555

全国特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会 会 長 木村 加代子 港区芝大門１－５－３ 03-3433-7651

zenti-pren-2005@nifty.com 事務局長 吉田 祥子 ヤマシタ芝大門ビル５階 03-3433-7652

全国肢体不自由特別支援学校ＰＴＡ連合会 会 長 澤村　愛 03-6721-5710

zennsi-p-1210@extra.ocn.ne.jp 事務局長 若杉 哲文 03-6721-5711

全国病弱虚弱教育学校ＰＴＡ連合会 会 長 羽田 京子 03-3984-1313

zenbyou_pren@yahoo.co.jp 事務局長 南風野 久子 03-3984-1313

全国国立大学附属学校ＰＴＡ連合会 会長 神余 智夫 03-3591-2091

jimukyoku@zenfuren,org 事務局 美野 未来 03-3591-2092

社会福祉法人　日本肢体不自由児協会 理事長 遠藤 浩 03-5995-4511

soumu@nishikyo.or.jp 常務理事 黒岩 嘉弘 03-5995-4515

社会福祉法人 全国重症心身障害児(者）を守る会 理事長 倉田 清子 154-0005 03-3413-6781

mamorukai@msi.biglobe.ne.jp 事務局長 長井 浩康 03-3413-6919

全国視覚障害児（者）親の会 会 長 髙木 美恵子 170-0005 03-3984-3845

shikaku-oyanokai@nifty.com 事務局長 内田ちづ子 03-3984-3845

盲ろうの子とその家族の会　ふうわ 会長 井本 千香子 181-0053 三鷹市深大寺１－１５－１－２６５ 0422-30-5766

syatun@nifty.com 事務局長 森　貞子 森方 0422-30-5766

ＮＰＯ法人　全国ＬＤ親の会 理事長 井上 育世 151-0053
渋谷区代々木２－２６－５
　バロール代々木４１５

03-6276-8985

jimukyoku@jpald.net 副理事長 粟野 健一 03-6276-8985

一般社団法人　日本自閉症協会 会 長 市川 宏伸 104-0044 03-3545-3380

asj@autism.or.jp 副会長 今井　忠 03-3545-338１

全国手をつなぐ育成会連合会 会 長 久保 厚子 520-0044 大津市京町４－３－２８ 077-572-9894

zenkoku-ikuseikai@hyper.ocn.ne.jp 事務局 大森 典子 滋賀県厚生会館内 077-572-9894

理事長 吉岡 正 03-6459-0989

事務局長 田嶋 恵美子 03-6459-0989

公益社団法人　日本てんかん協会 会 長 梅本 里美 03-3202-5661

jea@e-nami.or.jp 事務局長 田所 裕二 03-3202-7235

一般社団法人　日本筋ジストロフィー協会 代表理事 貝谷 久宣 03-6907-3521

jmda_info@ml.jmda.or.jp 事務局長 大高 博光 03-6907-3529

ＮＰＯ法人　全国ことばを育む会 理事長 吉岡 正 03-6459-0989

npo-hagukumukai5108@waltz.ocn.ne.jp 事務局長 田嶋 恵美子 03-6459-0989

一般社団法人　全国心臓病の子どもを守る会 会 長 神永 芳子 03-5958-8070

mail@heart-mamoru.jp 理 事 三田 明美 03-5958-0508

理事長 宮﨑 英憲 03-3987-1818

suishinrenmei@nifty.com 事務局長 川口 真澄 03-3987-1818
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機関誌

1 113-0034
文京区湯島1-5-28
　　　　ﾅｰﾍﾞﾙお茶の水２０７

会報（年3回）

2 151-0053
研究紀要(1回）
会報（年３回）

3 170-0005
豊島区南大塚３－４３－１１
　　全国心身障害児福祉財団ビル５階

手をつなごう
（年1回）

4 170-0005
豊島区南大塚３－４３－１１
　　全国心身障害児福祉財団ビル５階

会報（年3回）
指導誌（年1回）

5 105-0012
会報（年1回）
全知P連だより
（年2回）

6 170-0005
豊島区南大塚３－４３－１１
　　全国心身障害児福祉財団ビル７階

会報（年4回）

7 170-0005
豊島区南大塚３－４３－１１
　　全国心身障害児福祉財団ビル５階

会報（年１回）

8 105-0001
港区虎ノ門１－２－２９
虎ノ門産業ビル８階

9 173-0037 板橋区小茂根１－１－７ はげみ（年6回）

10 世田谷区三宿２－３０－９ 両親の集い（月刊）

11
つえ・ニュース

（年1回）

12

豊島区南大塚３－４３－１１
　　全国心身障害児福祉財団ビル５階

手をつなぐ

会報（年３回）

13 かけはし（年2回）

14
中央区明石町６－２２
　　築地ニッコンビル６階

いとしご（年6回）
かがやき（年1回）

170-0005
豊島区南大塚３－４３－１１
　　全国心身障害児福祉財団ビル７階
NPO法人全国ことばを育む会
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1 170-0005
豊島区南大塚３－４３－１１
　　全国心身障害児福祉財団ビル７階

波（月刊）
「IE News」(季刊）

2 170-0005
豊島区南大塚３－４３－１１
　　全国心身障害児福祉財団ビル６階 一日も早く（年６回）

3 170-0005
豊島区南大塚３－４３－１１
　　全国心身障害児福祉財団ビル７階

ことば（年4回）
手引書（不定期）

4 170-0013
豊島区東池袋２－７－３
　　　柄澤ﾋﾞﾙ７階

心臓をまもる
（月刊）

　　　　全国特別支援教育推進連盟
170-0005

豊島区南大塚３－４３－１１
　　全国心身障害児福祉財団ビル７階

要覧（年１回）
年報（年１回）

16

全国病弱・障害児の教育推進連合会

15
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