
昭和

39 事務局  国立教育会館  12/11～12

40 〃  〃  12/ 6～ 7

41 〃  〃  12/22～23

42 〃  箱根湯本(水明荘)  12/29～30

事務局  国立教育会館   9/12～13 43 〃  〃      (南風荘)  11/26～27

関　東  江ノ島(岩本楼)  10/25～26 44 〃  〃      (清光荘)  11/20～21

近　畿  和歌山勝浦(浦島)  10/27～28 45 〃  〃      (おかだ)  11/27～28

関　東  鬼怒川(観光ホテル)  10/30～31 46 東　海  浜松館山寺(国際観光ホテル)  11/30～12/1

中　国  岡山市(新松之江旅館)  10/30～11/1 47 北海道  札幌市(定山渓ホテル)   8/ 7～ 8

東　北  飯坂(ホテル聚楽)  10/30～31 48 九　州  雲仙温泉(雲仙観光ホテル)  11/ 7～ 8

四　国  高松市(多田荘)  10/29～30 49 東　北  青森古牧温泉(古牧ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)  10/16～17

北海道  釧路福祉センター   8/28～29 50 四　国  松山市(国際ホテル大和屋)  10/29～30

九　州  唐津市(シーサイドホテル)   8/26～27 51 北信越  宇奈月温泉(延対寺)  10/20～21

北信越  長野渋温泉(金具屋旅館)  10/ 3～ 4 52 中　国  宮島(グランドホテル)  10/27～28

東　海  鳥羽市(戸田屋旅館)   8/24～25 53 北海道  層雲峡温泉(ホテル大雪)  10/ 6～ 7

関　東  事務局(上野精養軒)  10/ 1～ 2 54 近　畿  京都小・中(サンフラワー)  11/19

近　畿  大津市(琵琶湖ホテル)   8/28～29 55 関　東  宇都宮附属(鬼怒川温泉)  11/ 5

中　国  山口湯田温泉(かめ福)   8/ 6～ 7 56 九　州  福岡市(ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙﾌｸｵｶ)  11/17

東　北  天童市(滝の湯ホテル)   8/19～20 57 東　北  仙台市(戦災復興記念館)  12/ 7～ 8

四　国  高知市(三翠園ホテル)   8/23～24 58 四　国  徳島市(厚生年金会館)  12/ 8～ 9

北海道  函館市(湯川花びしホテル)   8/23～24 59 北信越  金沢市(国際ホテル)  11/21～22

九　州  唐津市(シーサイドホテル)   8/20～21 60 中　国  松江市(ホテル一畑)  11/ 5～ 6

北信越  新潟市(ホテルイタリヤ軒)   8/20～21 61 東　海  鳥羽市(鳥羽小湧園)  11/19～20

東　海  蒲郡市(松風園)   8/19～20 62 近　畿  大阪市(新阪急ホテル)  11/18～19

関　東  東京(ＫＫＲ竹橋会館)   8/24～25 63 関　東  横浜市(ホリデイ・イン横浜)  11/16～17

近　畿  京都市(パークホテル)   8/21～22 平成元 北海道  札幌市(定山渓ホテル)   9/27～28

中　国  広島市(グランドホテル)   8/21～22 2 九　州  北九州市(小倉ホテル)  11/14～15

東　北  盛岡市(ホテルリッチ盛岡)   8/22～23 3 四　国  高松市(マツノイパレス)  11/20～21

四　国  松山市(松山全日空ホテル)   8/20～21 4 東　北  秋田市(秋田ビューホテル)  10/29～30

北海道  層雲峡(大雪ホテル)   8/19～20 5 北信越  福井県芦原町(清風荘)  10/27～28

九　州  熊本市(ニュースカイホテル)   8/18～19 6 中　国  鳥取市(ホテルニューオオタニ)  10/19～20

北信越  富山市(名鉄富山ホテル)   8/24～25 7 東　海  蒲郡市(ひがきホテル)  10/25～26

東　海  浜松市(名鉄ホテル)   8/22～23 8 近　畿  大津市(ロイヤルホテルオーク)  12/ 4～ 5

関　東  甲府市(ホテル談露館)   8/21～22 9 北海道  函館市(ホテル花びし)  10/23～24

近　畿  奈良市(三井ガｰデンホテル奈良)  8/20～21 10 関　東  群馬県草津町(ホテル櫻井)  12/ 3～ 4

中　国  松江市(ホテル一畑)   8/19～20 11 九　州  大分市(ﾎﾃﾙ杉の井,Bｺﾝﾌﾟﾗｻﾞ)  12/ 2～ 3

東　北  弘前市(ホテルニュｰキャッスル)  8/17～18 12 四　国  高知市(三翠園ホテル)  11/29～30

四　国  徳島市(ホテルクレメント徳島)   8/23～24 13 東　北  福島県穴原(吉川屋)  10/25～26

北海道  釧路市(釧路プリンスホテル)   8/22－23 14 北信越  上越市(ﾎﾃﾙ｢ｾﾝﾁｭﾘｰｲｶﾔ｣)  10/17－18

九　州  久留米市(翠香園ホテル)   8/21－22 15 中　国  山口市(湯田温泉｢かめ福｣)  10/23－24

北信越  金沢市(金沢全日空ホテル)   8/19・20 16 東　海  静岡市(ﾎﾃﾙ ｱｿｼｵ静岡ﾀｰﾐﾅﾙ)  10/21・22

東　海  岐阜市(岐阜ﾙﾈｯｻﾝｽﾎﾃﾙ)   8/25・26 17 近　畿  神戸市(ポートピアホテル)  10/27・28
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関　東  東京都(ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ･池袋)   8/24・25 18 北海道  札幌市(札幌全日空ホテル) 　 9/28・29

近　畿  神戸市(神戸ﾒﾘｹﾝﾊﾟｰｸｵﾘｴﾝﾀﾙ)   8/23・24 19 関　東  水戸市(ﾚｲｸﾋﾞｭｰ水戸) 　11/ 8・9

中　国  鳥取市(ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ鳥取)   8/21・22 20 九　州  鹿児島市(城山観光ホテル) 　10/30・31

東　北  仙台市(仙台ガーデンパレス)   8/20・21 21 四　国  松山市(松山全日空ホテル) 　10/29・30

四　国  高松市(全日空ﾎﾃﾙｸﾚﾒﾝﾄ高松)   8/19・20 22 東　北  山形市(山形グランドホテル) 　10/28・29

北海道  函館市(花びしホテル)   8/25・26 23 北信越  長野市(ホテルメルパルク) 　11/10・11

九　州  大分市(ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ大分)   8/23・24 24 中　国  岡山市(ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山) 　10/25・26

北信越  福井市(ホテルフジタ福井)   8/22・23 25 東　海  名古屋市(名古屋観光ホテル) 　10/24・25

東　海  津市(ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ津)   8/21・22 26 近　畿  奈良市(ホテル日航奈良) 　10/30・31

関　東  千葉市(三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉) 　8/20・21 27 北海道  釧路市(釧路プリンスホテル) 　10/22・23

近　畿  大阪市(KKRホテル大阪） 　8/18・19 28 関　東  さいたま市(ブリランテ武蔵野) 　10/27・28

中　国  岡山市(ホテルグランビア岡山) 　8/24・25 29 九　州  宮崎市(宮崎観光ホテル) 　10/19・20

東　北  秋田市（メトロポリタン秋田） 　8/23・24 30 四　国  徳島市（クレメント徳島） 　10/18・19

四　国 31 東　北

北海道 32 北信越

九　州 33 中　国

北信越 34 東　海

東　海 35 近　畿

関　東 36 北海道

近　畿 37 関　東

中　国 38 九　州

東　北 39 四　国

四　国 40 東　北
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