
賛 助 協 力 広 告
１枠5,000円の掲載協力金をいただきました

ご協力、大変ありがとうございました

新潟県上越市五智一丁目２番１９号
TEL.025-543-0237

E-mail   komasa@sa2.so-net.ne.jp

高田高校校友会

会長 （高7回）橋本 眞孝

高田高校校友会本部

幹事長 （高１６回）髙舘 徹夫

不動産
鑑定士 （高２２回）小林 正夫

TEL.090-4931-7324
E-mail   kazu713@ksh.biglobe.ne.jp

税理士 （高３０回）宮越 和吉

公認会計士・税理士

（高２９回）

大 原 啓 資

高田高校校友会副会長・女性部会会長

（高１６回）川室　優

新潟県立高田高等学校校友会

（高５５回）石田  学
副会長 （高２２回）石田 誠夫

サトコウ

代表取締役 細 野  仁
〒943-0222  上越市三和区下中３３３５－２
TEL.025-532-4180  FAX.025-532-4184
URL http://www.niigata-s.co.jp/

街なか映画館再生委員会NPO法人

上越市本町６丁目4-21
TEL.025-520-7626

e-mail  tsekaikan@gmail.com

フィルムを回し続けて一世紀

高田 世界館
since 1911 日本最古の映画館

前オーナー／熊谷栄美子（高 ８回）
代　　　表／岸田  國昭（高34回）
支　配　人／上野  迪音（高58回）

代表取締役

佐 藤　憲 二（高17回）

（高３９回）

〒943-8540 新潟県上越市藤巻６-55
TEL.025-522-1133
e-mail  tsekaikan@gmail.com

上越市幸町１４－９　　TEL.025（525）1170 FAX.025（526）3393
http://amaterasu090.byoinnavi.jp/pc/

渡辺内科医院
医療法人社団

渡辺静一（高７回）

ろうきんプラザ上越へ
新潟県上越市大手町１番２４号（ろうきん高田支店内）
TEL 025-521-0707  FAX 025-523-7210

〈資産運用〉〈各種ローン〉のご相談は

土曜日・日曜日もご相談できます

上越福祉会
〒943-0878　新潟県上越市大字下馬場576番地78

理事長 橋本 眞孝 TEL 025-522-1310
FAX 025-526-0228（高７回）昭和３０卒

社会福祉法人

鉄から次なる創造へ

（高24回）代表取締役社長 本山 秀樹

電　気　設　備　工　事
住　宅　設　備　工　事

♦本　社：新潟県上越市東城町2-2-2
TEL 025-525-1201㈹ FAX 025-525-1556

♦東京支社：東京都渋谷区恵比寿3-7-13
TEL 03-3449-9251

橋詰　敏一代表取締役社長大島　敏子代表取締役会長

TEL 025-524-8600　FAX 025-524-8609
E-mail   taiga1@cocoa.ocn.ne.jp

〒943-0824  新潟県上越市北城町４丁目13-16

株式
会社大雅建築設計事務所

日本医療福祉建築協会会員
「空間にやさしさを」
医療・福祉施設設計のパイオニア

自 在 館 万 來 館 一 陽 館

サンクス高田
トータルケア

TEL.025-521-1230
高３１回卒　取締役  施設長　中川　博之

上越/tel 025-523-3188　妙高/tel 0255-72-2038

あなたと上越妙高駅に
近いタクシー会社です

（昭和５４　高３１回卒）

社 長大島　誠

（昭和６１　高３８回卒）

専 務竹内　豊

税理士

（高23回）小林又次郎 大谷文具店
埼玉 090-1504-1084

創　　業
昭和八年

城下町高田とともに歩んで８５年

上越市本町７丁目3-25  Tel.025-522-1248
株式
会社大谷ビジネス代表取締役社長　大谷和弘（高 44 回）

赤倉ワクイホテル
妙高高原・赤倉温泉

〒949-2111妙高市赤倉28
Tel.0255-87-3100

代表取締役　涌井　大輔（高41回）

TEL.025-525-2568

新潟県上越市本町五丁目 5-11

大原運動用品株式会社
大原荘一郎代表取締役

三和ファミリー歯科医院

☎025(532)4848 〒943-0224
上越市三和区川浦415-1

院長　片海　ひな子（高35回）
歯　科 小児歯科

診察時間／（平日）9:00～12:30   14:00～18:30（土曜は18:00まで）
休  診  日／木曜日・日曜日（祝日がある場合は木曜日も診察いたします

創業1592年

本店 新潟県上越市本町5-3-31
TEL.025-525-2300
FAX.025-525-2159

学校法人  古川学園
上  越  高  等  学  校

「ふるさとを見つめ、世界と交流する」

理事長 （高１５回）古川 泰男

電気・送配電・通信・消防・冷暖房設備工事

〒943-0151　新潟県上越市平成町５７０番地 

（昭和４１年卒　高18回）
会　長 小 熊　廸 義

株式会社東光クリエート

〒942-0253 新潟県上越市大字下名柄1618番地1
TEL 025-539-1101 FAX 025-539-1080

代表取締役社長山本 秀樹（高２１回）

新潟県上越市稲田３丁目1-3 TEL.025-523-2491  FAX.025-523-8044

代表取締役社長 清  水  恵  一

越後高田の雁木と共に

清 水 組株式会社
総 合 建 設 業

歴史的建造物保存修復研究室

アトリエ雁木

（高20回）昭和43 卒

1592年創業

医療法人社団　喜 修 会

本院・糸魚川・新橋
屈折矯正手術センター

石田眼科
http://www.ishidaeye.com

理事長 石田 誠夫
（高22回）

（高35回）

〒943-0841新潟県上越市南本町２丁目３番７号

HP   http://www.hokuriku-engei.jp/

代表取締役社長代表取締役会長

TEL 025-525-1600  FAX 025-525-1245

霜村 浩（高6回）霜村 實

有限会社

理事長・院長　川室  優（高16回）

心の健康を守り気軽に利用できる病院

高田西城病院

精神科・心療内科・老年精神科

〒943-0834 上越市西城町2-8-30 TEL.025-523-2139  FAX.025-522-7035

川室記念病院
〒943-0109 上越市北新保71番甲地  TEL.025-520-2021  FAX.025-520-2022

翁　飴 ・黒羊羹第一義

お馬出し店 （高１５回）宮越俊有

フルーツギフトのコンシェルジュ

有限会社　五十嵐本店
〒942-0001上越市中央2-9-10　TEL.025-543-2112

e-mail  yahooshop-igh@vegetable-fruit.net　https://www.iga808.com/

大校友祭への食材提供
ありがとうございました

大校友祭での物品販売
展示コーナーへのご参加
ありがとうございました。

校友会活動に
参加しませんか

高田高校校友会本部

青春時代の延長戦が楽しめます！校友会事務局迄ご連絡ください。

高田高校友会本部HP

校友会は、在校生応援寄付金付
「高高グッズ」を販売しています

石倉製麺所有限会社
石倉悟（高27回）

岩の原葡萄園株式会社

宴席のラーメンをご提供いただきました

宴席の岩の原ワイン「善」をご提供いただきました

HPもご覧下さい。校友会本部FBでは、懐かしい学校の様子も
ご覧頂けます。

校友会では、在校生入学時に贈る記念品（校章）や、卒業生に贈る証書
収納筒などの経費の一部を「高高グッズ」販売利益で賄っています。
在校生の入学や、門出を祝う寄付金にご協力いただきながら、OBの絆
を深める「高高グッズ」を身につけませんか。

新潟県立高田高等学校校友会本部

www.takada-koyu.com/

若手部会
高田高校校友会本部

参加者大募集
年に数回集まって、親睦を深
めたり、地域での交流を深め
ています。
若手の会にも関わらず、なん
と年齢の上限がありません。
まだまだ「若い」と自称してい
るみなさん。ご参加下さい。
就活・結活目的もOK!です！


