
被災神社再建支援金にご協力頂き 

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行って参りました。 

 また、平成２６年４月１８日（金）には「東日本大震災復興支援・沿岸部神社再建事業視

察研修旅行」と題して、支援を頂いた方々と一緒に宮城県牡鹿郡女川町・石巻市雄勝町など

を訪れ、被災神社の復興状況や神楽の見学を行う予定です。 詳細につきましては、当宮ま

でお問い合わせください。 

 尚、平成２５年１０月から平成２６年３月末日までに支援頂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 

相原 友子 仙台市青葉区 

相原 正弘 仙台市宮城野区 

青池 秀夫 仙台市泉区 

青木 光栄 仙台市青葉区 

赤石 哲也 仙台市青葉区 

赤松 治 仙台市太白区 

秋吉 実 仙台市宮城野 

浅野 晃 宮城県東松島市 

(株)阿部 栃木県下都賀郡 

阿部 勇   

阿部 久美子 仙台市宮城野区 

阿部 貢 仙台市泉区 

荒井 博光 東京都世田谷区 

荒井 眞人   

荒 睦 仙台市青葉区 

有福 千尋   

安藤 歌子 仙台市青葉区 

安保 幸子 仙台市青葉区 

生田 浩一   

井坂 真万 東京都文京区 

石井 歌子 仙台市泉区 

石川 勝彦 仙台市青葉区 

石川 トシ子 仙台市青葉区 



石川 祐子 仙台市青葉区 

石川 吉康 東京都小金井市 

石島 貢   

石田 佳子 仙台市泉区 

石田 智恵美 愛知県豊田市 

石田 道人 仙台市青葉区 

石本 賢司   

板垣 公男 宮城県古川市 

一関 正明 仙台市青葉区 

伊藤 崇之 宮城県黒川郡 

伊藤 暢哉 仙台市青葉区 

伊藤 秀子 秋田県由利本荘市 

伊藤 誠   

伊藤 万千子   

伊藤 まゆみ 宮城県大崎市 

伊東 美穂 東京都港区 

伊藤 寛 仙台市泉区 

猪苗代 繁美   

猪股 昇司   

今井 育美 仙台市泉区 

今井 久雄 仙台市宮城野区 

今村 秀嗣 仙台市青葉区 

今山 操   

入江 衛   

岩田 晴美 東京都板橋区 

岩見 和泰 仙台市宮城野区 

上門 美恵子 沖縄県うるま市 

上野 泰男 東京都世田谷区 

宇佐美 晃一   

宇佐美 晄子   

内海 久 東京都中野区 

梅津 元昭 仙台市青葉区 

江間 芳子 仙台市青葉区 

遠藤 信隆 仙台市宮城野区 

遠藤 由美   

遠藤 良治   

及川 暁子 仙台市青葉区 



及川 諭 東京都小金井市 

大内  美恵子 仙台市太白区 

大岡 泰治 神奈川県茅ケ崎市 

大久保 明夫 埼玉県さいたま市 

大籠 由佳子 神奈川県横浜市 

大崎 一男 東京都葛飾区 

大嶋 百合子 仙台市青葉区 

大隅 孝子 東京都清瀬市 

太田 廣 仙台市青葉区 

大地 章弘 宮城県黒川郡 

大津 かずゑ 仙台市宮城野区 

大即 信行 東京都江戸川区 

大槻 祐樹 福島県福島市 

大沼 幸弘 仙台市青葉区 

大場 勝子 仙台市青葉区 

大畑 和彦   

大場 美由紀 仙台市青葉区 

大日向 佑子 宮城県黒川郡 

大堀 涼子   

大谷津 富美子 仙台市泉区 

大山 純平 仙台市青葉区 

岡部 真己 茨城県ひたちなか市 

岡本 三雄 仙台市太白区 

小川 正 仙台市青葉区 

荻原 絵里子 神奈川県横浜市 

奥口 文宣   

小熊 一成 仙台市宮城野区 

小澤 由枝 仙台市青葉区 

尾上 秀則   

小野 英雄 仙台市青葉区 

表 恭之   

小山 恵美   

園曽 頼子 神奈川県大和市 

甲斐 雅英   

栫井 成彦 仙台市青葉区 

笠原 輝彦 仙台市宮城野区 

柏原 正 兵庫県神戸市 



片倉 昭 仙台市青葉区 

勝又 喜恵子   

桂島 美由希 仙台市泉区 

門井 智穂 香川県高松市 

加藤 新吾 仙台市宮城野区 

加藤 節子 仙台市泉区 

門澤 秋恵 仙台市青葉区 

金澤 千花   

金子 眞理子 千葉県船橋市 

金田 緑 鳥取県西伯郡 

紙谷 弘 神奈川県横浜市 

亀井 勇治 愛知県安城市 

亀山 功 仙台市泉区 

川田 哲男 仙台市青葉区 

川端 隆一 仙台市青葉区 

河本 昌美   

菅野 章一 仙台市太白区 

菅野 哲子 仙台市青葉区 

黄川田 いつみ 仙台市太白区 

菊池 裕美 東京都北区 

菊地 野々香 東京都港区 

菊地 由和   

北西 華 仙台市太白区 

北村 学 北海道苫小牧市 

吉川 芳郎 仙台市青葉区 

木村 アツ子 宮城県大崎市 

木村 邦雄 仙台市太白区 

木村 新一郎 千葉県君津市 

釘谷 信男 仙台市青葉区 

日下 高徳 仙台市青葉区 

口石 行俊   

工藤 恵一 青森県青森市 

久保田 紳 神奈川県横浜市 

熊谷 操 仙台市泉区 

倉橋 樹理 東京都調布市 

藏本 美佐子 仙台市泉区 

小池 正己 仙台市泉区 



郡山 寿美枝 仙台市青葉区 

古賀 洋一 鹿児島県鹿児島市 

小谷 雄二 仙台市太白区 

後藤 悦男 栃木県栃木市 

後藤 卓雄 福岡県北九州市 

後藤 林 仙台市青葉区 

後藤 洋子 岩手県江刺市 

後藤 義昭 東京都墨田区 

小梨 義満 北海道札幌市 

小林 豊巳 仙台市泉区 

小林 寛子   

小林 未季 仙台市青葉区 

近藤 美佳 東京都大田区 

齊藤 次郎 仙台市太白区 

齋藤 誠久 仙台市泉区 

斉藤 貴仁   

齋藤 司   

齋藤 傳 仙台市宮城野区 

斎藤 典子 宮城県塩竈市 

齋藤 吉憲 長野県中野市 

境田 眞 仙台市宮城野区 

酒井 友美   

酒井 美知子 仙台市太白区 

佐久間 尚子 福島県双葉郡 

桜井 薫 神奈川県横須賀市 

佐々木 啓一 仙台市青葉区 

佐々木 剛 福島県いわき市 

佐々木 公寿 仙台市青葉区 

佐々木 徳夫 仙台市宮城野区 

佐々木 紀安 仙台市青葉区 

佐々木 由紀子 千葉県松戸市 

佐竹 をみよ 山形県西村山郡 

佐藤 秋彦 仙台市青葉区 

佐藤 綾乃 仙台市青葉区 

佐藤 榮子 仙台市太白区 

佐藤 和生 仙台市青葉区 

佐藤 清 仙台市若林区 



佐藤 佳子   

佐藤 順一郎 宮城県登米市 

佐藤 隆 仙台市青葉区 

佐藤 貴幸 宮城県刈田郡 

佐藤 忠紀 宮城県刈田郡 

佐藤 尚子 神奈川県横浜市 

佐藤 信子 仙台市青葉区 

佐藤 秀樹 仙台市太白区 

佐藤  弘喜 宮城県黒川郡 

佐藤 浩 宮城県名取市 

佐藤 弘志   

佐藤 文俊 北海道札幌市 

佐藤 文秀 山形県山形市 

佐藤 愛美   

佐藤 美佐子 仙台市青葉区 

佐藤 保 仙台市青葉区 

佐藤 芳枝 北海道茅部郡 

佐藤 良樹 仙台市太白区 

佐藤 良子 岩手県江刺市 

佐野 主税 仙台市若林区 

澤田 和子 仙台市青葉区 

三瓶 清 仙台市宮城野区 

三本木 かをり 仙台市青葉区 

渋谷 淳子 仙台市青葉区 

渋谷 由美 仙台市泉区 

島田 文章 仙台市青葉区 

下川原 元忠 仙台市青葉区 

庄子 和弘   

庄子 早苗 仙台市太白区 

庄司 正三 仙台市青葉区 

庄司 忠悦 仙台市青葉区 

庄子 輝幸 宮城県黒川郡 

庄子 政喜 仙台市青葉区 

庄子 裕亮 仙台市泉区 

庄司 和多利 仙台市青葉区 

白石 哲   

白戸 敏行   



新倉 豊 東京都多摩市 

菅井 菊夫 仙台市太白区 

須貝 真理 宮城県黒川郡 

須賀川 常夫 仙台市青葉区 

菅田 時子 仙台市青葉区 

菅原 勝也 仙台市太白区 

菅原 恵介 仙台市青葉区 

鈴木 昇 仙台市若林区 

鈴木 博 仙台市宮城野区 

鈴木 宏之 仙台市青葉区 

鈴木 盛勝 愛知県蒲郡市 

清野 和紀   

清涼 亜紀子   

関 隆司 仙台市太白区 

鷹木 偕子 青森県青森市 

髙田 節子 仙台市青葉区 

髙橋 理 東京都日野市 

高橋 清市 仙台市泉区 

高橋 奈菜 仙台市太白区 

高橋 佳子 仙台市泉区 

髙谷 仁 東京都府中市 

田口 英穂 仙台市青葉区 

竹ケ原 康佑 東京都板橋区 

竹上 信武 仙台市宮城野区 

竹中 常男 仙台市青葉区 

武山 信子   

田中 寿人   

谷川 寛都 愛知県名古屋市 

谷 真知子 三重県津市 

田村 直美 埼玉県川越市 

(有)竹林舎 仙台市宮城野区 

千葉 新一 仙台市泉区 

千葉 貞治郎 宮城県遠田郡 

千葉 英明 仙台市青葉区 

千葉 文夫 仙台市太白区 

千葉 幸弘   

土田 克己 秋田県南潟上市 



土田 夏音色   

角田 晋太郎 神奈川県鎌倉市 

手倉森 浩   

照井 美津子 仙台市青葉区 

戸井 イシ子 仙台市宮城野区 

徳永 久美子   

冨澤 忠久 仙台市泉区 

富田 淑惠 東京都港区 

長井 吉清 仙台市青葉区 

中越 理恵子 東京都渋谷区 

永瀬 智美 愛知県名古屋市 

中谷 暢丈 北海道江別市 

中谷 友南   

中津川 裕昭   

永野 澄江 兵庫県神戸市 

中野 誠子 徳島県徳島市 

中村 起也 仙台市太白区 

中森 吉雄 仙台市泉区 

中山 けい子 茨城県つくばみらい市 

永山 富康 仙台市青葉区 

中山 知春 埼玉県さいたま市 

棗 香奈絵 愛知県名古屋市 

成田 正憲 仙台市青葉区 

成田 ミツ 神奈川県横浜市 

成原 妙子   

仁井田 誠治 山口県下関市 

西尾 康子 大阪府大阪市 

西川 秀樹   

西巻 四郎 仙台市青葉区 

糠塚 吉朋   

布村 陽平 仙台市青葉区 

沼田 道野 仙台市青葉区 

根田 一夫   

根本 孝幸   

野田 恭子 千葉県船橋市 

野田 泰久 仙台市宮城野区 

野本 佳子 仙台市青葉区 



パイン(株) 埼玉県さいたま市 

芳賀 康次 仙台市青葉区 

芳賀 幸子   

橋場 健 仙台市青葉区 

橋本 芙美 仙台市宮城野区 

橋本 美延 茨城県石岡市 

蓮見 周平   

長谷川 未来 宮城県角田市 

長谷 直太郎 仙台市青葉区 

畠山 孝子 仙台市宮城野区 

蜂屋 豊子 仙台市青葉区 

服部 美智子 仙台市若林区 

馬場 徳郎 仙台市青葉区 

早坂 章 仙台市青葉区 

早坂 巌 仙台市青葉区 

早坂 清子 仙台市泉区 

早坂 唯   

原田 博史 兵庫県西宮市 

日高 春男 仙台市宮城野区 

日野 明 愛知県名古屋市 

日野 敬博 宮城県東松島市 

檜森 茂樹 千葉県山武郡 

兵藤 嘉夫 仙台市青葉区 

平泉 祥子 仙台市青葉区 

平泉 眞虎藤 仙台市青葉区 

平澤 セツ子 新潟県上越市 

廣田神社 青森県青森市 

樋渡 真知子 仙台市青葉区 

福士 きや子 青森県青森市 

福田 裕子 千葉県松戸市 

福田 豊 埼玉県さいたま市 

福永 博史 仙台市青葉区 

藤井 彰 山口県防府市 

藤井 保郎 岐阜県岐阜市 

藤田 良起 宮城県大崎市 

藤久 昭男 仙台市青葉区 

藤村 貴子 埼玉県狭山市 



船橋 久子   

古市 格   

古井戸 宏道 千葉県柏市 

古川 淑子 仙台市青葉区 

古舘 貴啓 青森県八戸市 

星野 光 仙台市太白区 

細野 繭子   

益子 隆子   

増田 徹 仙台市泉区 

松浦 義人 仙台市太白区 

松岡 輝穂 神奈川県茅ケ崎市 

松崎 啓三 仙台市青葉区 

松田 樹 神奈川県大和市 

松田 すみ子 仙台市青葉区 

松間 隆根 熊本県熊本市 

松本 尚紀 仙台市青葉区 

馬目 沙知子 仙台市青葉区 

三浦 篤志   

三浦 克哉 広島県広島市 

三浦 英晃 仙台市青葉区 

三上 誠 仙台市青葉区 

水崎 みゆき 愛媛県松山市 

松木 道子 仙台市宮城野区 

南 克弥 宮城県名取市 

南 美保 新潟県新潟市 

南 洋平 埼玉県さいたま市 

峰岸 勝史 東京都青梅市 

三宅 春雄 仙台市太白区 

宮崎 学 神奈川県横浜市 

宮崎 恭子 茨城県日立市 

宮崎 裕子   

宮島 幸子 東京都渋谷区 

宮本 義也 仙台市太白区 

麦沢 守 仙台市太白区 

麦島 ルリ子 東京都大田区 

向山 晴美 埼玉県川口市 

村越 輝昌   



村瀬 隆夫   

村瀬 葉子   

毛利 平 仙台市太白区 

本山 信一 岩手県盛岡市 

森川 雅之 仙台市太白区 

森 謙治 宮城県黒川郡 

森 貴子 仙台市青葉区 

森本 理恵   

安田 正輝 神奈川県川崎市 

柳内 雅之 宮城県柴田郡 

柳田 喜代子 仙台市青葉区 

矢野 恵子 仙台市青葉区 

矢野 武一 仙台市青葉区 

山口 義之 仙台市宮城野区 

山崎 俊夫 仙台市青葉区 

山嵜 雅巳 宮城県黒川郡 

山田 真美 青森県青森市 

山根 みゆき 兵庫県加古川市 

山本 信也 愛知県知多郡 

横尾 輝子 仙台市青葉区 

横山 優子   

吉岡 由希絵 仙台市宮城野区 

吉川 稔子 神奈川県茅ケ崎市 

吉田 震太郎 仙台市青葉区 

吉田 豊 仙台市青葉区 

吉田 友美子   

吉永  耿平 仙台市泉区 

渡邉 明子 東京都港区 

渡邊 浩司   

 


