
平成２６年度支援活動のご報告について 
（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日） 

          
東日本大震災に伴う支援金をいただきありがとうございます 
 この度、平成 26 年度災害対策費決算について役員、総代会のご承認を頂きましたのでここにご報告申し上げ

ます。 
歳入科目 摘要 平成 26 年度収入 内訳金額 備考 

収入額   16,657,147     

  ①前期繰越金 0     

  ②震災支援金 9,610,097     

    1.一般募財収入 3,021,244 社頭及び DM（大祓式）募財等 1,230 件 

    2.女川町五十鈴神社支援収入 140,000 7/6「鎮守の杜植樹祭」参加費 70 名 

    3.雄勝町白銀神社支援収入 88,000 4/18「例大祭視察支援」参加費 22 名 

    4.雄勝町葉山神社支援収入 138,000 3/8「上棟奉祝祭」参加費 46 名 

    5.山元町八重垣神社支援収入 10,000 「八重垣神社」指定支援金 1 件 

    6.チャリティ活動収入 342,027 49,143 
BS27 団例大祭 豚汁ポン菓子/新年式餅つき収益 

    
  

292,884 
ホシヤマインターナショナル松焚祭チャリティコーヒー収入 

    7..再建用材提供 5,870,826 「再建用材提供支援金」 2 件 

  ③災害対策費 7,047,050   一般会計「教化費・災害対策費」支出額 

歳出科目 摘要 平成 26 年度支出 内訳金額 備考 

支出額   16,657,147     

  ①再建用材確保   13,937,023 葉山神社、八重垣神社、再建用材購入支援 

  ②五十鈴神社支援   715,551 雄勝町分浜「鎮守の杜植樹祭」参加支援 

  ③白銀神社支援   355,104 雄勝町桑浜「白銀神社」例大祭奉祝支援 

  ④葉山神社支援   458,925 玉串料 ETC 通行料 直会並に賄い 雑用品 

  ⑤八重垣神社支援   32,249 祭典玉串料 ETC 通行料 直会並に賄い他 

  ⑥熊野神社支援   370,651 女川町 熊野神社「仮殿建設」支援 

  ⑦白山神社支援   2,156 女川町「白山神社再建」支援 

  ⑧島嶼関係支援   100,000 塩竈市桂島「夏まつり」協賛支援 

  ⑨雅楽の夕に、   439,788 チラシ印刷 ポスター掲出 他 

  ⑩事務費   245,700 「震災支援御案内チラシ」印刷費 65,000 枚 

差引残高   0 0   

 
 東日本大震災より早くも 5 年目を迎え、当宮でも皆様方からの多くの支援を預かり災害直後より沿岸部を中心

に支援活動を行ってまいりました。 
 平成 25 年度からは被災神社の再建に向けた支援活動を行っております。 
現在支援中の、石巻市雄勝町大浜鎮座の「葉山神社再建事業」におきましては順調な進捗を見せ、昨年秋に「社

務所新築工事」が竣功、「社殿新築工事」におきましても、今秋９月竣功を目指し、工事を進めており、追い込

みに入っております。 
 引き続き当宮では、亘理郡山元町高瀬鎮座の「八重垣神社」再建に向けて支援活動を続けて参ります。今後も



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。 
《葉山神社再建事業の模様》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 昨年秋に竣功した社務所               御社殿上棟奉告祭① 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
御社殿上棟奉告祭②                  総代長様玉串拝礼 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参拝した氏子崇敬者 多くのご参拝を頂きました。    奉告祭終了後の撒銭、撒餅風景 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
雄勝法印神楽も奉納されました。            上棟飾りは当宮より貸与致しました。 
 
尚、平成 26 年 7 月から平成 27 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） 
 
相座 義雄 仙台市青葉区北根 荘 拓也 北海道札幌市東区北十条東 

相原 正弘 仙台市宮城野区五輪 神道 孝子 愛知県豊川市国府町 

青木 博 東京都中野区上高田 末永 龍夫 兵庫県加古川市上荘町都台 

青木 光栄 仙台市青葉区八幡 菅井  孝明 仙台市青葉区川平 

青柳 三義 山形県天童市駅西 菅田 時子 仙台市青葉区二日町 

赤木 晃太朗 東京都練馬区錦 菅原 秀一 宮城県栗原市若柳町川南上堤 

秋月 純市 宮城県石巻市羽黒町 菅原 舞子 仙台市若林区八軒小路 

(株)阿部 栃木県下都賀郡藤岡町藤岡 杉澤 勇介 仙台市泉区みずほ台 

安部 かおり 山形県東置賜郡川西町中小松 杉本 沙織 仙台市青葉区旭ケ丘 

阿部 和也 宮城県多賀城市明月 杉森 眞里子 奈良県奈良市芝辻町 

阿部 久美子 仙台市宮城野区出花 鈴木 晃 仙台市泉区住吉台西 

阿部 源祐 仙台市青葉区東勝山 鈴木 陽大 青森県十和田市西一番町 

阿部 貴幸 仙台市青葉区上愛子下北 鈴木 琴奈 東京都新宿区大久保 

阿部 光子 仙台市太白区茂庭台 鈴木 修二 仙台市宮城野区燕沢 

阿保 誠一郎 青森県弘前市本町 鈴木 崇将 東京都足立区六町 

AMANA CAFE 東京都豊島区北大塚 鈴木 達夫 神奈川県横須賀市池田町 

天野 真志 仙台市太白区二ツ沢 鈴木 努 仙台市青葉区八幡 

荒井 博光 東京都世田谷区船橋 鈴木 恒子 仙台市青葉区中山吉成 

荒井 康子 仙台市青葉区木町通 鈴木 豊子 仙台市青葉区片平 

新井山 華寿乃 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢 鈴木 則雄 宮城県石巻市鹿妻南 

新井山 和佳奈 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢 鈴木 はるみ 北海道江別市三条 

荒木 喜一郎 仙台市青葉区八幡 鈴木 博 仙台市宮城野区仙石 

有馬 明子 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷 須藤 孝浩 仙台市泉区八乙女中央 

安藤 榮八 千葉県松戸市松戸新田 清田 和子 神奈川県藤沢市辻堂元町 



安藤 壽紀 愛知県名古屋市天白区梅が丘 瀬川 つさ 仙台市宮城野区福室 

安保 幸子 仙台市青葉区八幡 関口 敦 仙台市青葉区二日町 

飯塚 紗季 千葉県柏市豊四季 関 隆司 仙台市太白区山田北前町 

飯塚 利秋 千葉県柏市豊四季 世良 泰雄 東京都福生市福生Ⅲ 

石井 歌子 仙台市泉区南光台 仙台北ロータリークラブ 仙台市青葉区本町 

石井 實 埼玉県春日部市備後西 仙台中央病院 仙台市若林区新寺 

石井 勇樹 仙台市青葉区鷺ケ森 (株)創建築 仙台市宮城野区岩切字青津目 

石垣 憲 東京都八王子市別所 高井 知子 福岡県北九州市小倉北区日明 

石川  栄子 仙台市若林区若林 鷹木 偕子 青森県青森市小柳 

石田 佳子 仙台市泉区黒松 高瀬 照代 仙台市青葉区赤坂 

石田 道人 仙台市青葉区八幡 髙橋 理 東京都日野市東平山 

石塚 雄一 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺 高橋 くみこ 北海道札幌市清田区清田八条 

泉屋 美穂子 秋田県横手市十文字町字西下 高橋 賢 秋田県由利本荘市水林 

伊瀬 幸恵 東京都墨田区横網 高橋 健太 秋田県横手市十文字町梨木羽場下 

市川 美津枝 千葉県千葉市稲毛区小仲台 高橋 俊一 神奈川県川崎市多摩区菅馬場 

一戸 斉 仙台市宮城野区福田町 高橋 清市 仙台市泉区北中山 

一柳 統 仙台市青葉区上杉 高橋 奈菜 仙台市太白区日本平 

伊東 孝 仙台市青葉区錦町 高橋 典子 東京都武蔵村山市大南 

伊東 武彦 仙台市太白区茂庭台 高橋 宏樹 千葉県市川市北国分 

伊藤 靖浩 群馬県藤岡市藤岡 高橋 富美 仙台市青葉区高野原 

伊藤 寛 仙台市泉区紫山 髙橋 實 仙台市泉区寺岡 

稲毛 康二郎 仙台市青葉区千代田町 高橋 由斗 北海道二海郡八雲町東雲町 

今井 久雄 仙台市宮城野区榴岡 田口 英穂 仙台市青葉区貝ケ森 

今村 秀嗣 仙台市青葉区片平 田口 泰子 栃木県宇都宮市鶴田町 

岩渕 和男 宮城県栗原市高清水町本町 武内 潤 仙台市青葉区木町通 

岩谷 昭一 東京都国立市北 竹中 常男 仙台市青葉区貝ケ森 

上野 幸一 仙台市泉区南光台南 武村 枝美子 埼玉県蕨市錦町 

上野 泰男 東京都世田谷区祖師谷 多々良 茉里 静岡県焼津市本町 

宇佐美 信彰 長崎県佐世保市白南風町 田辺 収 石川県金沢市本多町 

内山 市郎 東京都杉並区下高井戸 谷口 晴美 仙台市青葉区国見ケ丘 

宇野 龍子 仙台市青葉区通町 谷口 佳隆 仙台市青葉区国見ケ丘 

漆畑 智美 静岡県裾野市稲荷 谷澤 淳也 静岡県藤枝市高柳 

漆畑 光江 静岡県裾野市稲荷 玉野 純一 宮城県大崎市古川塚目字北原 

江間 芳子 仙台市青葉区桜ケ岡公園 田村 直美 埼玉県川越市泉町 

遠藤 勇 東京都青梅市新町 多和 邦子 兵庫県篠山市今田町辰巳 

遠藤 信隆 仙台市宮城野区大梶 団 由美 長崎県佐世保市花高 

御家流香道尭仙会 仙台市青葉区台原 (有)竹林舎 仙台市宮城野区宮千代 

及川 諭 東京都杉並区桃井 千田 ちづ子 仙台市青葉区子平町 



及川 孝子 仙台市青葉区作並字長原 千葉 惠子 仙台市青葉区国見ケ丘 

及川 祐子 岩手県北上市鬼柳町荒高 千葉 重幸 仙台市泉区南中山 

及川 雄子 仙台市宮城野区福室 千葉 新一 仙台市泉区長命ケ丘 

及川 理紗子 東京都杉並区桃井 千葉 貞治郎 宮城県遠田郡涌谷町字柳町 

大内  美恵子 仙台市太白区金剛沢 千葉 英明 仙台市青葉区角五郎 

大岡 泰治 神奈川県茅ケ崎市汐見台 (学)角川学園 仙台市青葉区中央 

大久保 修司 仙台市青葉区木町 角川ビルデング(株) 仙台市青葉区中央 

大籠 由佳子 神奈川県横浜市栄区笠間 H ツバキ薬局 仙台市青葉区国見 

大崎 一男 東京都葛飾区東新小岩 坪本 穂積 兵庫県宝塚市逆瀬川 

大里 洋一 東京都昭島市福島町 鶴田 文子 新潟県新潟市秋葉区吉岡町 

大沢 栄子 仙台市青葉区国見 照井 美津子 仙台市青葉区上愛子字北内 

太田 勇 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字西集団 傳田 直人 長野県長野市吉田 

太田 和弘 山形県山形市上桜田 土居 正明 兵庫県神戸市灘区篠原南町 

太田 達也 仙台市泉区友愛町 東海林 ひさ子 山形県東根市大字関山 

太田 麻衣 北海道札幌市清田区平岡八条 東海林 弘 山形県東根市大字関山 

太田 祐子 仙台市宮城野区岩切 堂東 朋記 埼玉県狭山市柏原 

大津 かずゑ 仙台市宮城野区原町 遠山 廣直 熊本県熊本市中央区水前寺 

大友 かずえ 仙台市青葉区南吉成 冨樫 苑香 仙台市青葉区二日町 

大西 功一 仙台市青葉区愛子東 冨田 美妃 埼玉県ふじみ野市うれし野 

大野 恵理 仙台市青葉区二日町 富田 淑惠 東京都港区白金台 

大場 勝子 仙台市青葉区中山 長岡 謙 仙台市青葉区支倉町 

大場 美由紀 仙台市青葉区旭ケ丘 永坂 令子 千葉県千葉市稲毛区柏台 

大谷津 富美子 仙台市泉区みずほ台 中澤 巧 愛知県岡崎市竜美東 

大山 俊太郎 宮城県加美郡加美町新小路 永澤 正美 仙台市宮城野区苦竹 

小笠原 嗣朗 神奈川県川崎市高津区久本 長田 晋悟 長野県長野市安茂里小市 

尾形 裕 仙台市青葉区中山 中野 久美枝 栃木県足利市鹿島町 

岡部 弘文 茨城県土浦市文京町 中野 静香 仙台市青葉区西勝山 

岡本 三雄 仙台市太白区恵和町 中野 誠子 徳島県徳島市南矢三町 

沖澤 茂 青森県三沢市美野原 中村 彩祐子 東京都文京区大塚 

荻間 としヱ 仙台市青葉区みやぎ台 中村 起也 仙台市太白区八木山本町 

小熊 彩子 東京都世田谷区玉川 中村 弘 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 

尾崎 千博 仙台市青葉区中山 中村 紘哉 仙台市青葉区国見ケ丘 

尾崎 結 仙台市青葉区中山 中村 正春 福岡県宮若市原田 

小田嶋 輝雄 神奈川県川崎市幸区河原町 中原 雄司 埼玉県飯能市唐竹 

小野 孝 秋田県南秋田郡八郎潟町中久保 中村 礼子 福岡県宮若市原田 

小野寺 貢 宮城県気仙沼市松崎浦田 永山 富康 仙台市青葉区柏木 

小野 洋一郎 神奈川県川崎市中原区中丸子 中山 幸子 青森県八戸市江陽 

小原 節子 仙台市宮城野区鶴ケ谷 那須野 久美 宮城県大崎市鳴子温泉字蓬田 



栫井 成彦 仙台市青葉区角五郎 成田 ミツ 神奈川県横浜市港北区日吉本町 

葛西 敏彦 仙台市青葉区角五郎 南條 典尚 仙台市泉区南光台 

河西 英宣 東京都港区浜松町 西田 美弥子 大阪府寝屋川市成田西町 

笠原 輝彦 仙台市宮城野区福田町 二科 都身子 仙台市青葉区南吉成 

笠間 須美子 神奈川県川崎市川崎区浅田 西野 結香理 和歌山県岩出市山崎 

梶川 真幸 東京都杉並区久我山Ⅱ 根岸 純子 群馬県前橋市粕川町膳 

(株)カダン 仙台市青葉区中央 野上 かず子 青森県北津軽郡中里町大字高根小金石 

勝居 美幸 愛知県名古屋市北区東味鋺 野田 恭子 千葉県船橋市前原西 

桂島 美由希 仙台市泉区八乙女中央 野中 朋子 仙台市青葉区みやぎ台 

門井 智穂 香川県高松市多肥上町 橋本 雄大 仙台市青葉区花京院 

加藤 愛 埼玉県川口市戸塚 長谷川 惠子 宮城県大崎市古川栄町 

加藤 明日花 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 長谷川 智子 千葉県市川市大和田 

加藤 恵久子 宮城県栗原市築館青野 長谷川 秀夫 神奈川県横須賀市津久井 

加藤 節子 仙台市泉区寺岡 馬場 優行 青森県三沢市美野原 

加藤 武志 山梨県大月市富浜町鳥沢 浜渦 留美 和歌山県和歌山市六十谷 

加藤 文則 仙台市青葉区熊ケ根字町 早坂 明玄 埼玉県朝霞市三原 

加藤 優志 福島県会津若松市河東町広田字六丁 早坂 章 仙台市青葉区西花苑 

加藤 雄彦 仙台市宮城野区栄 早坂 清子 仙台市泉区小角字明神 

金井 玲子 神奈川県横浜市旭区今宿東町 早坂 しづ恵 東京都清瀬市野塩 

金子 まゆ子 仙台市青葉区上杉 林田 清美 神奈川県相模原市南区西大沼 

金子 眞理子 千葉県船橋市松が丘 林 寛之 仙台市青葉区中山 

金田 勝利 仙台市青葉区愛子東 原田 恵理 愛知県豊橋市絹田町 

金田 緑 鳥取県西伯郡大山町福尾 原田 照子 宮城県塩竈市楓町 

兼平 昌子 仙台市泉区南光台東 坂 三枝子 兵庫県西宮市伏原町 

鏑木 綾音 大阪府枚方市小倉東町 樋口 妙子 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西 

上坂 淑子 奈良県奈良市六条西 久井 美樹 岡山県備前市穂浪 

川井 治 仙台市青葉区八幡 日高 春男 仙台市宮城野区鶴ケ谷 

河合 まき子 愛知県豊橋市富士見台 日永 あかね 東京都豊島区西池袋 

川城 茂夫 千葉県八千代市大和田 檜森 茂樹 千葉県山武郡大網白里町みどりが丘 

川城 裕美子 千葉県八千代市大和田 平井 まゆみ 埼玉県南埼玉郡宮代町百間 

川端 謙治 千葉県千葉市中央区春日 平澤 昌樹 福岡県福岡市東区志賀島 

川端 千育 仙台市青葉区東照宮 廣田 聡美 山口県下関市綾羅木本町 

川端 隆一 仙台市青葉区国見 樋渡 真知子 仙台市青葉区愛子中央 

川南 賢典 兵庫県姫路市東雲町 福田 豊 埼玉県さいたま市北区日進町 

(有)菅武エンジニアリング 宮城県宮城郡利府町しらかし台 福原 荘三 兵庫県姫路市御立中 

菅野 邦男 仙台市若林区荒町 藤井 一美 東京都杉並区和泉 

菅野 千穂 仙台市泉区天神沢 藤井 さやか 仙台市青葉区支倉町 

菅野 哲子 仙台市青葉区八幡 藤井 冬馬 仙台市青葉区支倉町 



木内 一郎 東京都豊島区池袋本町 藤井 保郎 岐阜県岐阜市旦島中 

菊地 香保里 宮城県亘理郡亘理町旧舘 藤田観光(株)仙台ワシントンホテル 仙台市青葉区中央 

菊池 幸吾 岩手県盛岡市高松 藤田 弾樹 神奈川県大和市中央林間 

菊地 忠義 北海道札幌市手稲区前田二条 藤田 良起 宮城県大崎市松山金谷字金田 

喜志 利都子 北海道札幌市西区八軒一条東 布施 由美子 千葉県松戸市日暮 

吉川 芳郎 仙台市青葉区八幡 二見 智祥 東京都台東区寿 

木原 隆徳 千葉県勝浦市新官 古井 貴之 仙台市宮城野区原町 

木村 邦雄 仙台市太白区茂庭台 古川 淑子 仙台市青葉区八幡 

木村 新一郎 千葉県君津市西坂田 古澤 美樹 仙台市太白区富沢南 

木村 長敏 青森県十和田市東五番町 星野 光 仙台市太白区青山 

清田 知恵子 神奈川県横浜市西区伊勢町 堀江 あかね 大阪府大阪市中央区常盤町 

日下部 明 山形県米沢市城南 本間 正樹 東京都北区西ケ原 

工藤 由美子 仙台市若林区東八番丁 本間 淑子 東京都北区西ケ原 

久野木 邦子 仙台市宮城野区福室 前田 温 仙台市宮城野区宮千代 

久保木 綾 埼玉県富士見市渡戸 増田 多恵子 仙台市青葉区八幡 

熊谷 操 仙台市泉区泉中央 増田 徹 仙台市泉区高森 

具 芳明 仙台市青葉区木町通 松浦 義人 仙台市太白区大野田字袋前 

倉橋 樹理 東京都世田谷区松原 松阪 由紀 広島県呉市本通 

黒木 誠史 埼玉県さいたま市中央区上落合 松崎 啓三 仙台市青葉区中山 

黒坂 新一郎 仙台市宮城野区岩切字青津目 松田 千賀子 仙台市宮城野区東宮城野 

黒澤 佳利 仙台市太白区茂庭台 松本 夕季 仙台市青葉区下愛子横町前 

黒田 淳子 東京都渋谷区富ケ谷 松本 玲子 富山県富山市本郷町 

小網 広之 千葉県流山市中野久木 三輪 健太郎 東京都練馬区関町北 

小井手 美香 千葉県市川市菅野 三浦 ふさ子 仙台市青葉区北目町 

郷家 政代 宮城県宮城郡利府町赤沼字樽田 三上 宗一郎 青森県三沢市東町 

郡山 寿美枝 仙台市青葉区滝道 水野 直矢 仙台市青葉区中山台 

古賀 洋一 山口県防府市高井 水野 久夫 愛知県海部郡蟹江町舟入 

越谷 恭子 東京都港区東麻布 南 小百合 和歌山県和歌山市西庄 

越田 繁人 青森県青森市松原 峰岸 勝史 東京都青梅市新町 

小杉 直輝 神奈川県横浜市緑区中山町 宮川 弥生 千葉県木更津市清見台南 

小谷 雄二 仙台市太白区長町南 三宅 春雄 仙台市太白区茂庭台 

後藤 幹雄 神奈川県横浜市磯子区磯子 宮島 幸子 東京都渋谷区幡ケ谷 

後藤 義昭 東京都墨田区文花 宮本 誠 北海道札幌市南区石山三条 

小林 よい子 神奈川県横浜市港南区東永谷 宮本 雅代 北海道札幌市南区石山三条 

小林 弘四郎 長野県長野市浅川西条 宮本 義也 仙台市太白区青山 

駒木 悠子 仙台市青葉区花京院 村上 進矢 福島県いわき市泉町滝尻字定ノ田 

駒 久美子 東京都中野区中央 村上 宏和 埼玉県さいたま市大宮区寿能町 

駒澤 博行 宮城県柴田郡大河原町新南 村山 徹 東京都港区東新橋 



近藤 カヲル 愛媛県松山市小村町 目加田 怜美 栃木県小山市城北 

今野 みよ子 仙台市青葉区国見 毛利 平 仙台市太白区茂庭台 

斎藤 行雄 静岡県浜松市広沢 本山 信一 岩手県盛岡市玉山区下田字陣場 

齋藤 茂雄 仙台市青葉区国見ケ丘 森 勇 栃木県下野市緑 

齋藤 誠久 仙台市泉区七北田字菅間官林 森 謙治 宮城県黒川郡大和町吉岡字東下蔵 

齋藤 傳 仙台市宮城野区幸町 森 貴子 仙台市青葉区国見 

齋藤 信幸 山形県西村山郡河北町西里 諸橋 功和 北海道札幌市清田区美しが丘一条 

齋藤 裕子 仙台市青葉区一番町 矢島 信一 長野県諏訪市高島 

境田 眞 仙台市宮城野区東十番丁 安田 恵理子 仙台市青葉区柏木 

坂田 龍太郎 東京都品川区西五反田 安田 正輝 神奈川県川崎市麻生区下麻生 

櫻井 礼子 仙台市青葉区上杉 柳田 喜代子 仙台市青葉区柏木 

笹木 一華 千葉県市川市北方町 柳町 典子 北海道札幌市厚別区厚別東一条 

佐々木 英治 宮城県伊具郡丸森町金山字沼下 矢野 恵子 仙台市青葉区八幡 

佐々木 千早 東京都中央区日本橋浜町 山口 紗夜 仙台市青葉区愛子中央 

佐々木 敏子 仙台市青葉区台原 山口 由佳 仙台市青葉区愛子中央 

佐々木 博 秋田県秋田市南通宮田 川崎 功 埼玉県上尾市日の出 

佐々木 文哉 宮城県黒川郡富谷町富ケ丘 山崎 久登 東京都北区中十条 

佐々木 勝 広島県呉市苗代町 山城 美貴 東京都武蔵野市吉祥寺東町 

佐々木 光雄 仙台市泉区南中山 山城 美和 東京都武蔵野市吉祥寺東町 

佐々木 由紀子 千葉県松戸市新松戸 山田 多賀子 大阪府泉南郡熊取町山の手台 

佐藤 郁子 仙台市若林区大和町 山田 美知子 仙台市青葉区国見 

佐藤 和生 仙台市青葉区広瀬町 山本 馨 仙台市泉区明石南 

佐藤 元紀 青森県青森市本泉 山本 友子 仙台市泉区明石南 

佐藤 順一郎 宮城県登米市東和町米川字南上沢 山本 雅士 栃木県足利市本城 

佐藤 隆 仙台市青葉区小田原 山本 勝 北海道斜里郡斜里町本町 

佐藤 博一 仙台市青葉区八幡 山本 光子 千葉県千葉市美浜区高浜 

佐藤  弘喜 宮城県黒川郡富谷町東向陽台 山本 友香里 京都府京都市右京区西院小米町 

佐藤 浩 宮城県名取市ゆりが丘 湯村 幹夫 北海道札幌市西区西町南 

佐藤 美佐子 仙台市青葉区八幡 横尾 輝子 仙台市青葉区国見 

佐藤 有希 仙台市青葉区荒巻神明町 横山 麻美 茨城県那珂市後台 

佐藤 与里子 千葉県野田市花井 横山 さつき 茨城県那珂市後台 

三瓶 清 仙台市宮城野区大梶 吉方 裕子 秋田県大曲市白金町 

椎木 淑子 東京都板橋区高島平 吉田 德弘 仙台市青葉区梅田町 

鹿野 純子 仙台市太白区日本平 米山 芳弘 神奈川県横浜市磯子区杉田 

宍戸 孝三郎 仙台市青葉区水の森 力山 基 仙台市青葉区二日町 

宍戸 末子 仙台市青葉区水の森 若生 直美 東京都東大和市上北台 

渋谷 洋子 仙台市泉区南中山 若生 由紀子 仙台市青葉区中山台 

島田 文章 仙台市青葉区中山 渡邉 明子 東京都港区南青山 



清水 治男 仙台市青葉区貝ケ森 渡辺 修 北海道札幌市清田区清田五条 

庄子 大輔 千葉県市川市北方町 渡邊 桂 仙台市青葉区国分町 

東海林 浩志 仙台市太白区緑ケ丘 渡邊 啓子 北海道札幌市西区八軒九条東 

庄子 正夫 仙台市太白区大野田字イコタ 渡邉 達朗 新潟県栃尾市上の原町 

庄司 和多利 仙台市青葉区吉成 渡辺 廣實 神奈川県秦野市堀西 

荘 空詩 北海道札幌市東区北十条東 

  
 
 


