
宮城県議会議員 相沢　光哉

　 青木　光栄

青麻神社 宮司 鈴木　雅香

(社福)青葉福祉会 理事長 庄子　清典

猿賀神社 宮司 山谷　敬

我妻家住宅 我妻　信雄

赤平　征雄

(株)秋江 代表取締役 秋江  弘一

衆議院議員 秋葉　賢也

秋葉山本宮秋葉神社 宮司 河村　基夫

㈱アサヒ測量 土地家屋調査士 須藤　篤志

朝日仙台税理士法人 代表者 大野　一裕

朝日山計仙麻神社 宮司 内海　　進

アスカ工業(株) 代表取締役 山田  全彦

宮城県神社庁仙台支部 支部長 田中　於菟彦

愛宕神社 宮司 菅原　一彦

愛宕神社 総代 東海林　柳市

愛宕神社 宮司 郡山　宗典

愛宕神社 宮司 八島　比呂

アッドシステム（株） 代表取締役社長 沼倉 和彦

熱日高彦神社 宮司 黒須　貫

（株）アドバンスエステート 代表取締役 松浦　政則

(株)阿部 代表取締役 阿部  英勝

(株)阿部和工務店 代表取締役会長 阿部　和夫

阿部勘酒造㈱ 代表取締役 阿部　勘九郎

阿部建設（株） 代表取締役 大槻　秀樹

阿部コンクリート工業㈱ 取締役社長 阿部　寿彦

阿部商事（株） 代表取締役社長 阿部　義

阿部　忠

阿部　哲也

ボランティアガイド 阿部　保夫

荒雄川神社 宮司 髙橋　鉃夫

参議院議員 有村　治子

（株）安藤・間東北支店 常務執行役員・支店長 志賀 正延

井伊谷宮 宮司 岡部　和弘

生田神社 宮司 日置　春文

伊佐須美神社 宮司代務者 沼澤　文彦



伊弉諾神宮 宮司 本名　孝至

伊去波夜和気命神社 宮司 大國　龍笙

石川　要治

（株）泉国際ゴルフ場 代表取締役社長 丸﨑 勝康

出雲大社 宮司 千家　尊祐

伊勢山皇大神宮 宮司 池田　正宏

石神社 宮司 千葉　秀司

石上神宮 宮司 森　正光

伊曽乃神社 宮司 堀川　修巧

一番町四丁目商店街振興組合 理事長 濱　宏一郎

一番町一番街商店振興組合 理事長 三田　惠介

厳島神社 宮司 浦上　雅史

伊藤　巌

秋田県神社庁 副庁長 伊藤　剛雄

稲毛浅間神社 宮司 宮間　孝夫

稲積神社 宮司 根津　泰昇

稲積神社 随行 飯田　直樹

稲荷神社 宮司 阿部　宗臣

稲荷神社 宮司 榊原　久康

井上　千賀司

茨木　健一

(株)岩崎石材工業 代表取締役 岩崎  岩雄

石清水八幡宮 宮司 田中　恆清

(株)植耕 代表取締役 鎌田  耕

上杉神社 宮司 大乗寺　健

宇佐神宮 宮司 小野　崇之

宇都宮二荒山神社 宮司 阿部　憓

宇都宮二荒山神社 権宮司 若松　豊明

鵜戸神宮 宮司 本部　雅裕

宇那禰神社 宮司 宮﨑　満明

ＡＩＧ損害保険（株） 北海道・東北地域事業本部長 中村 邦嘉

(株)東北永愛友商事 代表取締役 鈴木  利啓

立正佼成会仙台教会 教会長 近藤　雅則

江島神社 宮司 相原　圀彦

Ｍ＆P　LOGITECH　ＣＯＣＥＯ

圓通院 住職 天野　広道

大洗磯前神社 宮司 飯塚　重



大縣神社 宮司 牧野　武彦

大國魂神社 宮司 猿渡　昌盛

オーケーコミュニケーションズ(有) 代表 大江　章夫

塩竈神社 宮司 大澤　明三

塩竈神社 禰宜 大澤　節子

大平　理智子

太田　みよの

大塚　純一

(株)大槻装束店 代表取締役社長 大槻　奈津子

ボランティアガイド 大野　政弘

大宮八幡宮 宮司 鎌田　紀彦

大宮八幡宮 権禰宜 田村　仁志

大美彌神社 宮司 林　浩平

大神神社 宮司 鈴木　寬治

大山祇神社 宮司 三島　喜徳

岡部　恒司

奥田建設(株) 代表取締役会長 奥田  和男

小國神社 宮司 打田　文博

奥松島月浜 月光 代表 山内　良裕

奥山建業 代表 奥山 功

雄琴神社 宮司 黒川　正邦

小田原電機工業(株) 社長 高橋  勝之

衆議院議員 小野寺　五典

帯廣神社 宮司 大野　清徳

ＯＦＦＩＣＥ　萬瑠夢 村田　信夫

尾張大國霊神社 宮司 山脇　敏夫

温泉神社 宮司 芦立　忠

甲斐國一宮淺間神社 宮司 古屋　真弘

(株)加藤義永刃物店 代表取締役 加藤　義靖

香川県神社庁 庁長 池田　博文

笠間稲荷神社 宮司 塙　東男

橿原神宮 宮司 久保田　昌孝

鹿島神宮 宮司 鹿島　則良

鹿嶋神社 宮司 榊田　三男

鹿島神社 宮司 千葉　國彦

春日神社 宮司 宮﨑　拓史

春日神社 責任役員 今野　喜一



春日神社 総代 最上　きょう子

㈲片倉硝子店 代表取締役 片倉　三郎　

月山神社 宮司 荒木　眞幸

刈田嶺神社 宮司 金峯　一浩

加藤　達也

加藤　晴美

(株)加藤工匠 代表取締役 加藤  吉男

金蛇水神社 宮司 高橋　美由紀

金山　瞳

㈱河北アド・センター 代表取締役社長 中山　晴久

㈱河北新報社 取締役広告担当営業局長 東海林　仁

㈱河北新報社 高橋　柊介

カメイ株式会社 代表取締役社長 亀井 文行

亀岡八幡宮 宮司 郡山　宗克

亀田八幡宮 宮司 藤山　敬廣

賀茂神社 宮司 石川　隆穂

加茂神社 宮司 小原　真朝彦

賀茂別雷神社 宮司 田中　安比呂

川越八幡宮 宮司 榊原　茂

（有）菅武エンジニアリング 代表取締役社長 菅野　康博

菅野　新一

春日神社 責任役員代行 菅野　實

宮城県議会議員 菅間　進

(有)木匠 代表取締役 渡邉  宏

(有)木匠 渡邉  薫子

北野神社 宮司 髙橋　範英

木村　知敬

共栄ｾｷｭﾘﾃｨｻ-ﾋﾞｽ㈱仙台営業所 所長 大和　千春

霧島神宮 名誉宮司 髙橋　弘平

櫛引八幡宮 宮司 營田　稻太郎

くじら最中本舗 小野　千彰

久能山東照宮 宮司 落合　偉洲

熊野神社 宮司 宮﨑　萬喜子

熊野速玉神社 宮司 上野　顯

ｸﾗﾌﾞおろおろ 沼倉　裕子

ｸﾗﾌﾞおろおろ 佐藤　あゆみ

（株）グリーン開発 代表取締役 菊地 政俊



黒川神社 宮司 日野　敬一

（株）耕栄企業 会長 太田　耕二

弘栄設備工業（株） 支店長 石塚　正治

粷屋近野商店 近野　美知子

高蔵寺 住職 佐藤　芳彦

㈱江陽グランドホテル 代表取締役社長 兼 総支配人 後藤　隆博

(株)光和自動車 代表取締役 熊谷  浩幸

(株)晃和ディスプレイ 代表取締役 酒井  崇文

黄金山神社 宮司 奥海　聖

学校法人國學院大學 理事長 坂口　𠮷𠮷一

（株）COCO． 代表取締役 川上　浩

(株)児島工務店 野沢　敏則

後藤　潮

(株)小西美術工藝社 代表取締役社長 デービット・アトキンソン

(株)小西美術工藝社 社主 小西　美奈

駒形神社 宮司 山下　明

小室浅間神社 宮司 渡邊　平一郎

子安神社 宮司 松宮　兼房

近藤　喜一

今野　静生

今野不動産 今野　幸弘

(株)斎テント 代表取締役 斎　南

寒河江八幡宮 宮司代務者 鬼海　智美

坂元神社 宮司 鈴木　美智子

咲前神社 宮司 和田　雅之

参議院議員 桜井　充

(有)桜井 専務取締役 桜井　徳郎

(株)櫻井防災 代表取締役 櫻井  勝雄

(株)櫻井防災 大村　正典

櫻岡大神宮 宮司 坂本　訓之

(株）桜田建築設計事務所 代表取締役 五十嵐　徹

㈲佐忠電業 代表取締役 佐藤　武

佐藤　穆

（有）サトウクリーニング 代表 佐藤　和宏

佐藤　孝三

ボランティアガイド 佐藤　勉

（有）宮城観光タクシー 代表取締役 佐藤　均



北五十人町 世話人 佐藤　博一

斎藤　弘

佐倍乃神社 宮司 松浦　裕子

寒川神社 宮司 利根　康教

三居沢不動尊 庄司　剛

(株)三宝社 代表取締役社長 辻  貞子

サンモール商店街振興組合 理事長 藤原　直

塩釜蛮紅華湯㈱ 代表取締役 海老名　潤

獅子の会 会長 松山　文彦

下谷神社 宮司 阿部　明徳

七郷神社 宮司 荒井　スミ子

(株)七十七銀行八幡町支店 支店長 田辺　茂

渋谷　善功

子平町郵便局 局長 小笠原　康喜

島貫　勝三

清水建設(株)東北支店 随行 山田　郁弥

清水建設(株)東北支店 副支店長 串　暁雄

清水建設(株)東北支店 執行役員東北支店長 山口　眞樹

（株）下永正典会計事務所 公認会計士 下永  正典

（株）下永正典会計事務所 代表取締役 下永  正彦

(株)ジャパンヘルスサミット 代表取締役社長 島川　隆哉

壽徳寺 住職 熊谷　晴生

庄子　久則

白川　良一

㈱白松がﾓﾅｶ本舗 代表取締役社長 白松　一郎

志波彦神社鹽竈神社 権禰宜 栗生　貴史

志波姫神社 宮司 工藤　順司

真山神社 宮司 武内　信彦

神社本庁 総長 田中　恆清

新田神社 宮司 種子田　敬

神明社 宮司 佐藤　武比古

神明社 宮司 照井　正光

神明神社 宮司 野村　文男

（株）新陽ランドリー 代表取締役社長 加藤 幹夫

瑞巌寺 住職 吉田　道彦

菅原　修司

菅原　望



菅生神社 宮司 石垣　正彰

（株）鈴木建設 代表取締役 鈴木 寿郎

鈴木工業(株) 代表取締役 鈴木　伸彌

住吉神社 宮司 横田　正紀

諏訪大社 宮司 北島　和孝

諏訪神社 宮司 二階堂　章子

（有）清山社 代表取締役社長 横山 洋平

学校法人聖和学園 理事長 鈴木 繁雄

（株）関・空間設計 代表取締役社長 渡邉　宏

専攻科８５期生一同

(学)仙台育英学園 理事長 加藤　雄彦

仙台市文化財課 班長 川后　のぞみ

(株)仙台大気堂 代表取締役会長 荒木　喜一郎

仙台ﾄﾖﾍﾟｯﾄ㈱ 代表取締役社長 佐藤　秀之

（株）仙台バンケットクリエイション 代表取締役会長会長 清水　美奈子

（株）センテック 代表取締役 佐々木喜久男

（有）創建コーポレーション 代表取締役 佐藤　美智弘

（株）草新舎 代表取締役 髙橋　寿

損害保険ジャパン日本興亜（株）仙台支店 支店長 金光　泰治

大塔宮　鎌倉宮 宮司 小岩　裕一

大塔宮　鎌倉宮 筆頭権禰宜 古都　孝平

太平山三吉神社 宮司 田村　泰教

大和証券（株）仙台支店 支店長 小林 武彦

㈱タカノボル企業 令夫人 髙橋　光子

髙橋　美紗樹

高橋　展子

髙橋　泰之

髙山稲荷神社 宮司 工藤　均

竹駒神社 名誉宮司 千葉　博男

竹駒神社 宮司 村田　守広

たこ焼きおたこ

多田神社 宮司 細野　政和

一般社団法人　伊達家鳳文会 池田　峯公

伊達家十八代当主 伊達　𣳾𣳾宗

多度大社 宮司 塚原　德生

玉村神社 宮司 梅林　肇

屯岡八幡宮 宮司 佐藤　伸成



樽前山神社 宮司 永井　承邦

談山神社 宮司 長岡　千尋

(有)竹林舎 代表取締役 鈴木  哲也

ボランティアガイド 秩父　崴

（株）チャレンヂドジャパン 代表取締役 白石圭太郎

鳥海山大物忌神社 宮司 高橋　廣晃

槻田　一彦

津島神社 宮司 遠藤　　諭

(学)角川学園 理事長 角川　重博

鶴岡八幡宮 宮司 𠮷𠮷田　茂穂

鶴岡八幡宮 権宮司 國生　護衞

鶴岡八幡宮 禰宜 瀧森　好

鶴岡八幡宮 禰宜 髙橋　永治

出羽三山神社 宮司 宮野　直生

天神社 宮司 家納　保

（株）伝統建築研究所 代表取締役 髙橋　直子

傳播八幡井組雀踊り保存会 顧問 小林　嵩

傳播八幡井組雀踊り保存会 会長 伊藤　謙治

衆議院議員 土井　亨

洞雲寺 住職 千田　幹雄

東京大神宮 宮司 松山　文彦

東照宮 宮司 高崎　恒晴

㈱東新機械 顧問 菊地　寿光

東武ﾄｯﾌﾟﾂｱ-ｽﾞ㈱仙台 仙台支店長 田口　英之

(株)東北永愛友商事 会長 佐々木　敬

東北福祉大学 地域共創推進室室長補佐 金　義信

（株）東北プリント 代表取締役社長 藤井　治夫

(学)東北文化学園大学 地域連携センター　センター長 貝山　道博

(株)東北ロイヤルパ―クホテル 取締役社長 原　一史

東和奉産(株) 代表取締役 松尾  正貴

遠山　景一

戸隠神社 宮司 水野　邦樹

(学)常盤木学園 理事長 松良　千廣

凸版印刷(株)東日本事業本部 副事業部長兼第一営業本部長 柳沢　聡

富谷　正雄

登米神社 宮司 春日　英子

鳥屋神社 宮司 櫻谷　　隆



冨田屋 小西　綾

中田神社 宮司 懈良　武

長野縣護國神社 宮司 奥谷　一文

七重浜海津神社 宮司 月館　久治

(株)南北社 代表取締役 玉田  尊英

新潟縣護国神社 宮司 齋藤　伸雄

西澤　啓文

衆議院議員 西村　明宏

（株）ヌマタ食品物流センター 代表取締役 沼田　順一

能神楽保存会 幹事長 菅野　武信

能神楽保存会 会員 佐藤　祐美

野村　敬子

（株）バイタルエクスプレス 代表取締役社長 菊地　茂樹

白山神社 宮司 鈴木　静

白山神社氏子総代会 会長 佐藤　良一

羽黒神社 宮司 小野　隆麿

羽黒神社 宮司 菅原　秀紘

函館八幡宮 宮司 川見　順春

箱根神社 宮司 小澤　修二

箱根神社 権宮司 中島　正臣

（株）橋本店 代表取締役社長 佐々木　宏明

旗岡八幡神社 宮司 松本　仁

八幡宮 宮司 緒方　稜威雄

八幡神社 宮司 葛城　春紀

八幡神社 宮司 木村　秀彦

八幡神社 宮司 髙山　晃和

八幡神社 宮司 堀越　直

八幡神社 宮司 牧　博嗣

八幡神社 宮司 山内　義夫

八幡神社 宮司 六郷　洋一

八甲田神社 宮司 小笠原　永裕

花たば 菅　レイ子

花たば 千田　真純

仙台市博物館 元館長 濱田　直嗣

(株)浜名コーポレーション 代表取締役社長 五十嵐友治郎

（株）ビ-・プロ 代表取締役社長 江馬 文成

日枝神社 宮司 宮西　修治



日高見神社 宮司 大和　昭彦

（有）日立家 代表取締役 森　京子

零羊崎神社 宮司 櫻谷　鎭雄

日野　美咲

日吉大社 宮司 馬渕　直樹

枚聞神社 宮司 谷川　博之

平野神社 宮司 平澤　睦穂

平松　明珠

廣瀬神社 宮司 桶口　俊夫

㈱深松組 代表取締役社長 深松　努

福島稲荷神社 宮司 丹治　正博

冨士山小御嶽神社 宮司 小佐野　正史

藤村　直材

二柱神社 宮司 藤岡　邦彦

二見興玉神社 宮司 金子　清郎

福興電気(株) 代表取締役 齋藤  和夫

福興電気(株) 菅原　弘明

古川神社 宮司 丹野　智浩

(有)フローリスト花千 千田　ひろみ

平安神宮 宮司代務者 本多　和夫

（株）ベガルタ仙台 代表取締役社長 西川　善久

BS仙台第27団 カブ隊長 岩谷　由起子

星野理恵社会保険労務士事務所 所長 星野　理惠

八月朔日　幹夫

北海道神宮 宮司 吉田　源彦

北海道護国神社 宮司 塩野谷　恒也

北海道神宮 権禰宜 鳥居　俊宏

宝登山神社 宮司 中山　高明

本郷だるま屋 本郷  久孝

本牧神社 宮司 當麻　洋一

（有）マイ・プランニング 代表取締役 菅野　敏幸

真清田神社 宮司 辰　守弘

松美庵 作間　輝男

㈱松屋 代表取締役 松尾　義広

馬渕　量平

(株)丸井紙店 代表取締役社長 有泉　誠一

(株)マルエス技研工業所 代表取締役会長 角田  辰夫



(株)マルエス技研工業所 代表取締役社長 角田  雄一

(株)マルエス技研工業所 専務取締役 角田  正道

丸藤興業㈱ 代表取締役 赤川　昌明

丸森　仲吾

御嶽神社 宮司 熊谷　清子

三井住友海上火災保険（株）仙台支店 支店長 川端 正樹

三井物産（株）東北支店 支社長 加賀谷　正樹

三峯神社 宮司 中山　高嶺

(株)湊 代表取締役 湊  一彌

湊川神社 宮司 垣田　宗彦

(社)宮城県医師会 会長 嘉数  研二

宮城県教育庁文化財課 班長 関口　重樹

宮城縣護國神社 宮司 田中　光彦

宮城県神社スカウト協議会 副理事長 菊池　英喜

宮城県神社スカウト協議会 副理事長 佐藤　ひろ子

宮城県神社庁 庁長 鍵　三夫

宮城交通㈱ 代表取締役社長 青沼　正喜

宮城十条林産㈱ 代表 亀山　武弘

宮城相扶（株） 代表取締役社長 鈴木 泰弘

宮城県タクシー協会仙台地区総支部 支部長 佐々木　昌二

宮城マッカラー白石（株） 代表取締役 大浦　文夫

宮地嶽神社 宮司 浄見　譲

雅楽講師 宮田　まゆみ

みらい法律事務所 弁護士 高橋　誠也

弥勒院　 住職 加藤　隆弘

陸奥国分寺 住職 村山　裕俊

麺屋　風雷坊

森戸大明神 宮司 守屋　大光

盛岡八幡宮 宮司 藤原　隆麿

杜のホスピタル・あおば 理事長・院長 鹿野 英生

杜の都信用金庫 理事長 星　倫市

杜の都信用金庫八幡町支店 支店長 杉山　光幸

師岡熊野神社 宮司 石川　正人

八重垣神社 宮司 藤波　祥子

雅楽講師 八百谷　啓人

八雲神社 宮司 天野　文彦

八坂神社 宮司 渡邊　昭彦



靖國神社 宮司 小堀　邦夫

谷地八幡宮 宮司 林　保彦

鳥海月山両所宮 宮司 中野　俊助

山神社 宮司 小山田　則幸

弥生神社 宮司 池田　清

ヤンベフィールドサービス 山家　英明

(株)ユ―カワベ 代表取締役 河邊  総一郎

湯島天満宮 宮司 押見　守康

與喜天満神社 宮司 金子　清作

国見中央 世話人 吉澤　秀晃

（有）吉田屋 代表取締役社長 天野　博

雷神社 宮司 富士渓　恵美香

(株)リバー・コミュニケーションズ 代表取締役 加藤　雄三

別格本山龍寶寺 貫主 新井　善淳

（株）「緑水亭」 代表取締役社長 髙橋 明浩

ワールド警備保障（株） 代表取締役 池田　克義

参議院議員 和田　政宗

和霊神社 宮司 三輪田　泰生

職方会有志 小野寺　昇市

職方会有志 中島　英貴

職方会有志 野沢　敏則

職方会有志 本間　和美

職方会有志 武藤　正幸

職方会有志 山田　幸太郎

発起人 責任役員 川上　良雄

発起人 責任役員 千田　文彦

発起人 責任役員 鈴木　賢

発起人 責任役員 早坂　進

発起人 総代 星山　己知郎

発起人 総代 佐藤　幸二

発起人 総代 小野　修

発起人 総代 庄司　健二

発起人 総代 佐藤　信一

発起人 総代 小林　友和

発起人 総代 澁谷　雄一

発起人 総代 森　和男
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