
　令和4年度 後援会支部懇談会計画書（案）　2022.7.13現在 ◎赤字は当初から変更になった箇所 黄色はオンライン

実施日時 7／9（土） 7/17(日) 7／23(土) 8／6（土） 8／27(土) 9／3（土） 9／4（日）

支部名 小千谷･十日町 三条 長岡 魚沼 上越 柏崎 新潟 新津 栃尾・見附

（支部総会) 14:45～15:20 9:30～9：55 15:00～15:40 13:30～14：00 10：00～10：30 書面 書面(YouTube配信) 書面 9：45～10：15

支部懇談会(90分) 15:30～17:00 10:00～11:30 15:50～17:20 14：10～15：40 10：40～12：10 14：20～15：50 １０：２０～１１：５０

（懇親会) 無し 11:40～12:30 17:30～19:00 15：50～16：50 16：00～17：00 無し

会場 サンラックおぢや 三条ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 長岡ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 浦佐ホテルオカベ 上越市民プラザ ｼｰﾕｰｽ雷音 グランドール四季亭

詳細（HP）他 小千谷市総合福祉センターサンラックおぢや « 小千谷市社会福祉協議会 (oj-shakyo.jp) https://www.sanjoy.jp/ http://www.nagaokagrand.co.jp/index.html https://hotelokabe.com/urasa/ http://www.plaza-joetsu.jp/ http://www.seayouthlion.jp/ www.sikitei.co.jp

住　　所 小千谷市大字桜町5140 三条市本町3-5-25 長岡市東坂之上町1-2-1 南魚沼市浦佐1139 上越市土橋1914-3 柏崎市西港町12-11 見附市新町2-7-10

T E L  0258-83-2340 0120-348-144 0258-33-2111 025-77７-4747 025-527-3611 0257-22-5740 0258-63-5131

中学生向け説明会 14:30～15：30 - - 13：00～14：00 - - -

中学生説明会案内方法 教育委員会を通じて棚入れ 本年度 協議継続

支部総会方法 対面 対面 対面とオンライン 対面 対面とオンライン 書面 YouTube配信 書面 対面

支部懇談会方法 対面 対面 対面とオンライン 対面 対面とオンライン 対面 対面

懇親会方法 無し 対面 対面 対面 - 対面 -

校　　　長 小林 幸夫 小林 幸夫 小林 幸夫 小林 幸夫 小林 幸夫 小林 幸夫

総務主事 － 総務主事 総務主事 総務主事
鈴木 秋弘 鈴木 秋弘 鈴木 秋弘 鈴木 秋弘

教務主事 教務主事 教務主事 教務主事

（副校長） 村上 能規 村上 能規 村上 能規

学生主事 学生主事補 － 学生主事 学生主事 学生主事

（校長補佐） 竹内 麻希子 　新井 好司 　新井 好司 　新井 好司

寮務主事 △ 寮務主事 寮務主事

（校長補佐） （市村） 市村 勝己 市村 勝己

専攻科長 寮務副主事 専攻科長 専攻科長 専攻科長

（校長補佐） 小川 秀 荒木 秀明 荒木 秀明 荒木 秀明

機械工学科 准教授 准教授 教授 准教授 准教授 教授 准教授
井山 徹郎 山岸 真幸 青柳 成俊 金子 健正 工藤 慈 池田 富士雄 佐々木 徹

電気電子ｼｽﾃﾑ工学科 特命助教 准教授 助教 助教 教授 教授
蔦 将哉 和久井 直樹 田村 文裕 内田 雄大 島宗 洋介 矢野 昌平

電子制御工学科 准教授 准教授 教授 准教授 教授 准教授 助教
佐藤 拓史 永井 睦 外山 茂浩 上村 健二 高橋 章 竹部　啓輔 酒井 一樹

物質工学科 － － 教授 － 教授 助教 教授

赤澤 真一 － 田﨑 裕二 熱海 良輔 菅原 正義

環境都市工学科 准教授 助教 准教授 准教授 准教授 教授 准教授
衞藤 俊彦 小島 由記子 田中 一浩 山本 隆広 川上 周司 井林 康 宮嵜 靖大

一般教育科 教授 准教授 － － 教授 －
野澤 武司 江田 茂行 山田 章

参加人数 7 8 10 7～8 8 8 9
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9／3（土）　2支部合同

025-240-2111

対面とオンラインの併用

対面、飲食無し

14：00～15：30

　15：30～17：00

アートホテル新潟駅前

art-niigata-station.com

新潟市中央区笹口１丁目１

-

総務主事
（副校長)

https://hotelokabe.com/urasa/
http://www.art-niigata-station.com/
http://www.art-niigata-station.com/

