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氏名 よみ 登録番号 備考
青柳　美枝子 あおやぎ　みえこ 3220
渥美　美雪 あつみ　みゆき 2478
阿部　光子 あべ　みつこ 2850
嵐田　真奈美 あらしだ　まなみ 2250
井口　朋子 いぐち　ともこ 463
池上　睦 いけがみ　むつみ 101
池田　淑子 いけだ　よしこ 3172
伊藤　暁美 いとう　あけみ 3697
伊永　江利 いなが　えり 2581
稲次　由紀 いなじ　ゆき 3864
井上　幸子 いのうえ　さちこ 1375
今井　裕子 いまい　ゆうこ 1988
岩村　みゆき いわむら　みゆき 2723
上野　直子 うえの　なおこ 3061
上原　彩乃 うえはら　あやの 3936
後水流　真紀 うしろずる　まき 3847
内山　真理子 うちやま　まりこ 1359
浦辻　郁子 うらつじ　いくこ 941
江田　佐江子 えだ　さえこ 2451
江渡　和子 えど　かずこ 561
大川　能子 おおかわ　よしこ 3161
大森　知香 おおもり　ちか 3231
岡崎　尚子 おかざき　なおこ 3337 崎：異体字
尾形　治美 おがた　はるみ 835
岡本　工 おかもと　たくみ 2223
尾崎　京子 おざき　きょうこ 3853 崎：異体字
小野山　敦子 おのやま　あつこ 3077
角谷　友子 かくたに　ともこ 3545
勝岡　めぐみ かつおか　めぐみ 3050
川口　淑子 かわぐち　よしこ 4062

川崎　博美 かわさき　ひろみ 3263 崎：異体字
川添　悦子 かわぞえ　えつこ 1891
川添　雅史 かわぞえ　まさふみ 446
木崎　奈津希 きざき　なつき 3664 崎：異体字
木村　弥生 きむら　やよい 3513
楠本　恵利子 くすもと　えりこ 3596
國頭　雅美 くにとう　まさみ 1641
桑井　奈穂美 くわい　なほみ 3242
兒島　佳織 こじま　かおり 1841
小西　智晶 こにし　ちあき 2179
小山　陽子 こやま　ようこ 4032
酒井　智子 さかい　ともこ 2091
酒井　みどり さかい　みどり 2101
笹倉　博巳 ささくら　ひろみ 1154
佐藤　洋子 さとう　ようこ 2923 藤：異体字
澤野　弘子 さわの　ひろこ 3676
篠原　まい しのはら　まい 3731
下坂　幸恵 しもさか　さちえ 3458
鈴木　佳子 すずき　よしこ 3776
隅田　伸子 すみだ　のぶこ 3319
瀬田　栄美 せた　よしみ 2585
高橋　伸之 たかはし　のぶゆき 3691 高：異体字　橋：異体字
高見　千里 たかみ　ちさと 2467 高：異体字
瀧野　みちる たきの　みちる 610
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竹添　恭代 たけぞえ　やすよ 2475
竹中　芳子 たけなか　よしこ 817
田寺　玲子 たでら　れいこ 2369
田中　準子 たなか　じゅんこ 1958
谷元　千鶴 たにもと　ちづる 2699
辻　愛子 つじ　あいこ 1607 辻：異体字
辻本　裕子 つじもと　ゆうこ 3243 辻：異体字
寺岡　京子 てらおか　きょうこ 683
藤堂　由香 とうどう　ゆか 2093
計倉　史子 とくら　ふみこ 894
鳥越　隆士 とりごえ　たかし 267
鳥越　月美 とりごえ　つきみ 2529
仲上　裕子 なかがみ　ひろこ 72
中来田　奈緒 なかきた　なお 2566
中村　千鶴子 なかむら　ちずこ 1345
苗村　裕美 なむら　ひろみ 3597
西本　久実子 にしもと　くみこ 435
萩原　数一 はぎわら　かずいち 854
橋詰　恭子 はしづめ　きょうこ 1087
橋本　明美 はしもと　あけみ 3833
橋本　由美子 はしもと　ゆみこ 2906
長谷川　雅代 はせがわ　まさよ 350
秦　さやか はた　さやか 3924
濱崎　典明 はまさき　のりあき 563 崎:異体字
原　文子 はら　ふみこ 1392
平松　弘子 ひらまつ　ひろこ 1139
藤田　亜依子 ふじた　あいこ 2983
藤本　富美枝 ふじもと　ふみえ 3270
藤原　奈津代 ふじわら　なつよ 1210
星野　令子 ほしの　れいこ 3180
細川　直樹 ほそかわ　なおき 590
穂積　友美 ほづみ　ゆみ 1054
本郷　裕子 ほんごう　ひろこ 1956
槇本　弥生 まきもと　やよい 2689
松尾　えり子 まつお　えりこ 1495
松崎　純子 まつざき　じゅんこ 3919 崎：異体字
松崎　世津代 まつざき　せつよ 3826 崎：異体字
松田　好子 まつだ　よしこ 3675
松原　理恵 まつばら　りえ 1467
松本　志穂 まつもと　しほ 3726
松本　美幸 まつもと　みゆき 2753
三木　雅子 みき　まさこ 718
南中　むつみ みなみなか　むつみ 2100
村井　暁美 むらい　あけみ 79
村井　義忠 むらい　よしただ 265
村上　恵子 むらかみ　けいこ 2594
村瀬　雅美 むらせ　まさみ 3278
米ケ田　愛子 めかた　あいこ 2453
森井　秀文 もりい　ひでふみ 544
森川　まなみ もりかわ　まなみ 365
安永　優子 やすなが　ゆうこ 2791
家根谷　智美 やねたに　ともみ 3332
矢野　智子 やの　ともこ 3677
山内　滋子 やまうち　しげこ 4050

社会福祉法人聴力障害者情報文化センター



手話通訳士名簿
【兵庫県】

3/3

氏名 よみ 登録番号 備考
山岡　佳永子 やまおか　かえこ 2613
山田　育子 やまだ　いくこ 2503
山根　聡子 やまね　さとこ 638
山本　朝子 やまもと　あさこ 1458
山本　聡子 やまもと　さとこ 1955
山本　美紀 やまもと　みき 2381
山脇　喜子 やまわき　よしこ 1834
吉田　美喜子 よしだ　みきこ 460
渡邊　千鶴子 わたなべ　ちづこ 2809
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