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支部 　校　名 な ど 〒 住　　　　　　所 電　話 FAX

  臼杵　勇人 28 新潟東 自宅 950-0013 新潟市東区白銀1-16-16 025-271-9121 同左

　小林　由希恵☆ 37 新潟南 味方小学校 950-1258 新潟市南区吉江370 025-373-3273 025-373-3370

　近藤　幸栄☆ 36 新発田 二葉小学校 957-0006 新発田市中田町3-6-1 0254-22-2164 0254-22-6690

　糀谷　正夫☆ 38 長岡西 大島小学校 940-2104 長岡市大島新町５丁目甲1000 0258-27-1477 0258-27-1478

　小泉　浩彰☆ 35 新潟北 岡方中学校 950-3365 新潟市北区太子堂104 025-387-3338 025-387-3232

　杉山　和敏 22

　高橋　　円 27

◎坂内　　徹☆ 39 新潟北 南浜小学校 950-3102 新潟市北区島見町2078 025-255-2014 025-255-4121

○小泉　慎子 35 新潟西 坂井東小学校 950-2041 新潟市西区坂井東5-17-1 025-260-2117 025-260-2118

　志田江利子 49 新潟東 牡丹山小学校 950-0872 新潟市東区牡丹山6-15-1 025-273-4258 025-273-4259

　間　　裕太 62 新潟北 早通中学校 950-3372 新潟市北区早通396 025-386-7333 025-386-7338

◎保坂　章夫 36 新潟江南 曽野木小学校 950-1134 新潟市江南区天野2-7-1 025-280-6003 025-280-6600

○栗田　　貫☆ 39 新潟西蒲 岩室小学校 953-0131 新潟市西蒲区西長島510 0256-82-2026 0256-82-5748

 　音田　和行 43 新潟西蒲 新潟市立総合教育センター 950-2037 新潟市西蒲区旗屋585-1 0256-88-7444 0256-88-7517

 　若月　利春 40 新潟西蒲 岩室小学校 953-0131 新潟市西蒲区西長島510 0256-82-2026 0256-82-5748

 　髙橋　新一 42 新潟東 木戸小学校 950-0861 新潟市東区中山4-1-1 025-274-2367 025-274-2368

　國井　恒太朗 59 新潟中央 紫竹山小学校 950-0914 新潟市中央区紫竹山1-12-1 025-246-9225 025-246-9226

◎長沢　　剛 34 新潟秋葉 矢代田小学校 956-0113 新潟市秋葉区矢代田559６ 0250-38-2233 0250-38-2204

○古井丸裕三 39 新潟東 東区教育支援センター 950-8709 新潟市東区下木戸1-4-1 025-250-2180 025-271-8131

  樋口　大輔 54 新潟西蒲 曽根小学校 959-0422 新潟市西蒲区曽根750 0256-88-3218 0256-88-3219

　加藤　雅晃 56 新潟北 松浜小学校 950-3126 新潟市北区松浜3-19-1 025-259-2045 025-259-4146

◎永井　高志 32 新潟中央 新潟市こども創造センター 950-0933 新潟市中央区清五郎375-2 025-281-3715 025-281-3725

○諸橋　　智☆ 37 新潟西 五十嵐小学校 950-2064 新潟市西区寺尾西4-23-1 025-269-3117 025-269-3118

  古川　智子 46 新潟秋葉 新津第一小学校 956-0864 新潟市秋葉区新津本町4-4-3 0250-22-0069 0250-22-0983

　藤田　凌 61 新潟中央 上所小学校 950-0971 新潟市中央区近江3-2-1 025-283-7258 025-283-7259

　石塚　智久 43 新潟秋葉 新関小学校 956-0825 新潟市秋葉区下新766 0250-22-0995 0250-22-6529

　川又　由香☆ 38 新潟中央 南万代小学校 950-0908 新潟市中央区幸西4-1-1 025-244-1458 025-245-3665

　牧野　淡紅恵 37 新潟秋葉 秋葉区教育支援センター 956-8601 新潟市秋葉区程島2009 0250-25-5500 0250-24-6656

　中川　幸次 1 県外 自宅

　江口　直禎 1 新潟中央 自宅

　大関　雄策 2 新潟中央 自宅

　磯辺　浩昭 7 新発田 自宅

　藤井　保男 14 新潟東 自宅

　斎藤寿一郎 14 新潟東 自宅

　佐藤　重勝 18 新潟秋葉 自宅

  安達　  徹 25 新潟秋葉 自宅

理事   臼杵　勇人 28 新潟東 自宅

　加藤　文子 24 新潟江南 自宅

　山下あい子 26 新潟西蒲 自宅

　畠山　典子 28 新潟西蒲 自宅

　岡村　浩 36 大学 新潟大学経済科学部 950-2181 新潟市西区五十嵐２の町8050 025-262-7316
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新潟市西区五十嵐２の町8050事務局 新潟西 教育学部同窓会事務局 950-2181 025-263-6760
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