
東日本大震災被災支援金募財にご協力頂き 

ありがとうございました 

 

 当宮では、震災直後より御社頭で義捐金・支援金を募り、多くの皆様からの支援を預かり、沿岸部を

中心に支援をおこなってまいりましたが、昨年末に平成 23年 4月から平成 24年 9月末日までに支援を

頂いた皆様方に「復興と支援の記録」を編纂しご報告させていただきました。 

 この度、平成 24 年度災害対策費の収支について、役員・総代会のご承認を頂きましたのでご報告申

し上げます。 

科目 摘要 平成24年度決算 内訳金額 備考

収入額 18,372,648

1、前期繰越金 6,328,819 平成23年度　見舞金義捐金支援金の繰越金
2、震災支援金 7,719,302 氏子崇敬者　社頭参拝者よりの支援金
3、災害対策費 4,324,527 一般会計「災害対策費」より支出分

支出額 18,372,648

1、八重垣神社 241,368 植栽コンテナハウス　物置　外
2、湊神社 330,000 湊神社復興まつり輸送支援　玉串料
3、葉山神社 38,315 再建調査出向費
4、海岸林再生 21,108 オイスカ宮城県支部協賛金　外
5、女川コンテナ村 561,435 Tシャツ　ブルゾン製作
6、まけないぞう 320,330 まけないぞう仕入
7、月浜月光支援 4,429,436 和船修理　進水式　外
8、月浜体験支援 6,301,333 コンテナハウス　コピー機　体験丸　外
9、見舞金支出 150,000 被災地区芸能3団体　50000*＠3団体　外
10、雅楽の夕べに、 544,016 広報費　賄費　外
11、震災報告書 5,355,832 「震災報告書」発行　
12、機具備品支援 79,475 東日本マリーナ　外

差引残高 0

平成24年度　災害対策費特別会計　

 

尚、平成 24年 10月から平成 25年 3月末日までに、支援いただきました皆様方につきましては、以

下の通りです。 

 

（敬称略 誤字脱字ご容赦ください） 

氏名/会社名 住所 氏名/会社名 住所 

青柳 薫子 東京都板橋区 紫藤 幸子 埼玉県所沢市 

秋田 陽子 仙台市宮城野区 柴崎 洋司 埼玉県さいたま市 

秋山 節 香川県坂出市 渋谷 美子 秋田県秋田市 

阿部 薫 仙台市宮城野区 島田 優花   

阿部 淑美 東京都多摩市 白取 義成 三条市 

新井 良子 埼玉県寄居町 末次 加奈 埼玉県熊谷市 

飯村 友子 茨城県つくば市 末次 裕子 埼玉県熊谷市 

飯村 康夫 茨城県つくば市 鈴木 恵実子 千葉県松戸市 

井西 巌 東京都稲城市 鈴木 聡 千葉県白井市 

石井 信江 千葉県船橋市 鈴木 志寿子 仙台市青葉区 



石川 勝彦 仙台市青葉区 鈴木 宣一 茨城県水戸市 

石川 トシ子 仙台市青葉区 鈴木 充 東京都江東区 

石黒 貴之 愛知県名古屋市 鈴木 みゆき 静岡県伊豆の国市 

泉川 卓子 香川県高松市 鈴木 雄大 山形県山形市 

泉 文男 仙台市青葉区 清野 英一 仙台市太白区 

磯野 弘幸 千葉県船橋市 (有)世良鉄筋工業 広島県広島市 

井田 千春 東京都板橋区 相馬 和正 宮城県黒川郡 

伊東 敬子 東京都大田区 高野 久子 仙台市青葉区 

伊藤 浩二 大阪府大阪市住吉区 たかはし 仙台市泉区 

伊藤 崇之 宮城県黒川郡 高橋 東京都あきる野市 

伊藤 優子 仙台市青葉区 高橋 孝 北海道 

井上 輝一 城南 高橋 登喜康 大阪府八尾市 

猪飼  とみ子 仙台市青葉区 髙橋 野乃花   

今川 文典 京都府京都市 高橋 正俊 仙台市青葉区 

入間 信道 神奈川県藤沢市 寶田 意和子 東京都江戸川区 

伊里山 豊 仙台市太白区 武居 俊介 東京都立川市 

岩原 雅代 東京都板橋区 竹村 利弘 福岡県北九州市 

上林 知紀 仙台市泉区 田中 トシ子 東京都あきる野市 

植松 チヨ 千葉県松戸市 田部井 直子 埼玉県深谷市 

内田 渡   玉野 純一 宮城県大崎市 

宇野 まゆみ 青森県青森市 丹野 恵美   

江川 徹 神奈川県 丹羽 末子 愛知県丹羽郡 

円口 憲明 埼玉県白岡市 千葉 利忠 宮城県大崎市 

大泉 仙台市青葉区 千葉 康子 仙台市青葉区 

大須賀 久織 愛知県名古屋市 辻 樹夫 長崎県壱岐郡 

大須賀 裕 仙台市太白区 出口 裕之 三重県いなべ市 

大関 崇 仙台市青葉区 堂前 重樹 大阪府枚方市 

太田 吉信 仙台市若林区 土地 郁夫 富山県富山市 

大高 陽子 仙台市泉区 内藤 修二 神奈川県秦野市 

大坪 歩 神奈川県藤沢市 中島 洋子 長野県上田市 

大友 美枝子 宮城県石巻市 永嶋 泰男 仙台市宮城野区 

岡田 太一   永瀬 智美 仙台市青葉区 

岡部 真己 茨城県ひたちなか市 中野 新識 滋賀県野洲郡 

岡村 秀明 北海道北見市 中村 あつ子 愛知県日進市 

岡本 京子 静岡県浜松市 中村 浩之 和歌山県和歌山市 

岡本 万里子 北海道小樽市 中村 光穂 三重県松阪市 

小川 和美 埼玉県川口市 中山 けい子 茨城県つくばみらい市 

小川 和美 埼玉県川口市 成田 正憲 仙台市青葉区 

小川 賢司 佐賀県藤津郡 二郷 一男 宮城県大崎市 



小口 美抄枝 長野県佐久市 (有)日栄フ―ズ 大阪府大阪市住之江区 

長内 明男 栃木県那須塩原市 沼倉 宏安 仙台市太白区 

小田 起美世 高知県高知市 沼倉 泰宏 神奈川県横浜市 

小田原 身知 神奈川県藤沢市 沼田 美希   

小野寺 聖太 仙台市若林区 野上 清 鳥取県米子市 

小野寺 政彦 仙台市青葉区 荻野 眞理子 宮城県大崎市 

小野 義広 東京都練馬区 橋之口 睦子 鹿児島県鹿児島市 

笠原 輝彦 仙台市宮城野区 羽澄 大介 茨城県つくば市 

笠継 瑠美 千葉県千葉市 長谷川   

柏崎 仙台市泉区 長谷川 智子 新潟県三条市 

加藤 亨二 仙台市泉区 花田 聡子 仙台市若林区 

加藤 優 宮城県柴田郡 花田 真由子 東京都港区 

金田 緑 鳥取県西伯郡 早坂 千亜紀   

神山 和代 栃木県宇都宮市 林 豊 仙台市太白区 

神山 智光 栃木県宇都宮市駅 はら 大阪市 

神山 文男 栃木県宇都宮市 原田 博史 大阪府堺市堺区 

刈谷 聡子 埼玉県所沢市 平岡 真理子 東京都杉並区 

神田 真 仙台市青葉区 平ケ倉 文雄 大分県大分市 

菅野 公子 仙台市宮城野区 平田 ひろい 仙台市太白区 

菊地 恵美子 仙台市泉区 平塚学園地歴部 平塚市 

菊地 絹子 仙台市泉区 広部 紘輝   

岸田 拓郎   福井 弘子 静岡県浜松市 

北村 いずみ 茨城県水戸市 福島 利章 群馬県渋川市 

キノシタイクコ   福地 たい子 宮城県石巻市 

釘谷 信男 仙台市青葉区 古橋 庄一 愛知県名古屋市 

草刈 幸治 宮城県大崎市 星 とも子 千葉県東金市 

草彅 恵子 秋田県湯沢市 堀 久美子   

工藤 豊子 秋田県南秋田郡 本多 信敏 神奈川県横浜市 

熊谷 仁 仙台市宮城野区 松本 みどり 埼玉県南埼玉郡 

熊沢 美也子 仙台市太白区 馬渕歯科医院 仙台市青葉区 

倉田 常子 秋田県秋田市 間處 康司 仙台市宮城野区 

倉持 宏 茨城県つくば市 三浦 宏子 仙台市青葉区 

御供 千惠 群馬県藤岡市 Mchoel  cosacch ドイツ 

小島 直也 北海道根室市 光永 弘 山口県山口市 

小嶋 雄一 仙台市青葉区 三橋 隆資 千葉県習志野市 

小嶋 リカ 仙台市青葉区 南谷 和子 北海道小樽市 

小杉 直輝 神奈川県横浜市 宮澤 常子 長野県長野市 

後藤 晶子 神奈川県横浜市 宮下 萌生 仙台市若林区 

後藤 さつき 仙台市青葉区 宮嶋 隆也 北海道札幌市 



後藤 朱莉 仙台市若林区 宮 てる。信也 仙台市青葉区 

後藤 達彦 仙台市青葉区 六車 秀世 香川県さぬき市 

後藤 正子 愛知県名古屋市 村松 倫早 大阪府東大阪市 

小林 隆 仙台市太白区 持田 暁子 北海道札幌市 

近藤 孝子 宮城県栗原市 森兼 敏昭 広島県東広島市 

西條 勝幸 宮城県黒川郡 森 紀美江 神奈川県横浜市 

齋藤 析木市 守 毅   

斎藤 朱莉 宮城県岩沼市 森村 和佳菜 仙台市泉区 

齋藤 晴彦 埼玉県秩父市 矢口 尚志   

酒井 和子 愛媛県松山市 安田 和子 鳥取県米子市 

坂野 亮一 愛知県名古屋市 矢野 恵子 仙台市青葉区 

櫻井 礼子 仙台市青葉区 山口 豊子 三重県伊賀市 

佐々木 芽子 仙台市青葉区 山口 雄輔 静岡県駿東郡 

佐藤 愛子 新潟県三条市 山下 仙台市太白区 

佐藤 明子 菅生 月見里 きよ子 千葉県松戸市 

佐藤 アスミ 神奈川県横浜市 山本 郁美 北海道札幌市 

佐藤 恵美 仙台市青葉区 山本 達也 北海道札幌市 

佐藤 敏子 仙台市青葉区 山本 直路 大阪府高槻市 

佐藤 文彦 宮城県塩竈市 山本 ルミ   

佐藤 まき子 仙台市青葉区 吉岡 まり子 仙台市泉区 

佐藤 将之 山形県最上郡 吉川 まり子 仙台市青葉区 

佐藤 勝 仙台市青葉区 吉田 テイ 仙台市宮城野区 

佐藤 真弓   吉田 秀明 仙台市青葉区 

佐藤 雅 新潟県新潟市 吉田 誠 東京都杉並区 

佐野 寛仁 仙台市青葉区 四柳 宏 東京都文京区 

澤田 光穂子   若林 達哉 埼玉県秩父郡 

澤地 愛美   脇條 靖弘 山口県山口市 

三條 哲雄 仙台市泉区 和田 季依 東京都目黒区 

宍戸 理依奈 仙台市宮城野区 渡邊 静郎 宮城県栗原郡 

    渡辺 千恵子 福島県郡山市 

 

 東日本大震災より早くも 3年目を迎え、ご報告の通り当宮では皆様方からの多くのご支援を頂き沿岸

部を中心に支援活動を行ってまいりました。 

 引き続き、平成 25年度より地域再生の要とも言うべき被災神社の再建に向けた支援活動を行ってい

くこととなりました。 

 つきましては「被災神社再建支援金」を広く募集いたしておりますので格別のご温情を持ちましてご

協力ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。 

 尚、現在は石巻市雄勝町大浜鎮座「葉山神社」再建に向けて職員が一丸となって支援活動を行ってお

ります。 


