
　堂前 泰彦 水野 勝夫 (35-2493 FAX) 《お願い》
(35-4850 FAX) 宮下 治由 (21-9038 FAX) ①平成28年度の連絡網ですので大事に保管お願いします

佐々木西盛(38-5883 FAX) ②連絡がつかない場合は、一つ飛ばして、次の会員に
宝鏡 隆志 (22-4482 FAX) 　 その旨を連絡して下さい

　岡倉 稔浩 林  　欣樹 (59-2477 FAX) ③ＦＡＸを導入された会員は総務部迄連絡をお願いします
(35-3197 FAX) 為澤 則幸 (36-7178 FAX） ④一番最後の会員はその表の責任者(岡倉､林欣、為澤)まで

森本 太郎 (38-0551 FAX） 　 必ず連絡をお願いします

　岡倉 稔浩 浅井 茂孝 村上 格一 (21-3478 FAX) 増永 道也 (21-6518 FAX)
(35-3197 FAX) (22-1833 FAX) 竹内 一夫 (26-7367 FAX) 稲木  　博 (53-3218 FAX)

淺田 茂信 大橋 久良 (22-4325 FAX) 齊藤　  豪 (50-2278 FAX)
(21-3990 FAX) 畑中 良紀 （54-0628 FAX) 中荒江 督 (21-0123 FAX)

岡倉 稔浩
田辺 知哉 東谷 孝一 (53-6666 FAX) 酒野 光司 (34-4787 FAX) (35-3197 FAX)
(56-1006 FAX) 臼井 尚人 (28-7739 FAX) 竹内  　彰 (36-8070 FAX)

青木 鉄典 杉本  　峰 (41-1160 FAX) 三木千代子 (36-8914 FAX)
(76-3535 FAX) 山中 惇平 (54-0019 FAX) 歸山　加織 (63-6750 FAX)

　林  　欣樹 山本 幸雄 増田伊公央 (26-8280 FAX) 南部 広志 (33-1444 FAX)

(59-2477 FAX) (25-7827 FAX) 加藤  　誠 (36-1902 FAX) 吉村 領華 (98-8625 FAX)

宇野 哲夫 堀江 貞弘 (27-0358 FAX) 吉田 晋也 (27-0051 FAX)
(98-2322 FAX) 藤本  　巧 (36-2640FAX) 笠島 裕巳 (24-4720 FAX)

林  　欣樹
酒野 吉央 林 　 正樹 (36-9537 FAX) 秋葉 洋子 (36-4236 FAX) (59-2477 FAX)
(30-7610 FAX) 奥村　光世 (83-1360 FAX) 樫原 康二 (56-4045 ＦＡＸ)

大坪 正明 佐々木 誠 (21-0026 FAX) 笠嶋 弘治 (38-4210 FAX)

(36-1280 FAX) 岩崎 岩夫 (38-2145 FAX) 奥澤 耕筰 (35-5263 FAX)

　為澤 則幸 玉谷 和仁 橋本  　茂 (27-0895 TEL) 毛利 浩一 (38-4338 TEL)

(36-7178 FAX) (34-0067 FAX) 上田 雅明 (85-1440 FAX) 山本 嘉久 (23-3770 FAX)

三上 貴広 田所　　崇 (54-8602 FAX) 白﨑 力也 (53-3818 FAX)
(23-2664 FAX) 阿部 嘉徳 (98-8766 FAX) 春日 正剛 (25-0765 FAX)

　　　 為澤 則幸
牧野 孝之 平山　雄一 (65-2111 FAX) 䋆谷 義則 (38-7508 FAX) (36-7178 FAX)

(58-2201 FAX) 齊藤 和利 (27-9988 FAX) 片山 賢治 (56-0038 FAX)

野川 浩毅 清水 茂成 (28-3897 FAX) 島  　堅志 (24-3345 FAX)

(76-2402 FAX) 宮腰 新一 (24-6391 FAX) 谷口 卓美 (24-9500 FAX)
門前 守彦 (35-0248 FAX) 中村　隆文 (26-3633 FAX)

平成２８年度 福井地区柔道整復師会連絡網

佐々木宏治 (29-0061FAX)




