
 

 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。 

また、既にお願い申し上げておりましたが、今年度より沿岸部被災神社再

建に限った支援金のご協力をお願いしております。 

つきましては、平成 25年 4月より年 9月末日までに当宮にお心をお寄せ

頂いた方々のご芳名をご報告させて頂きます。 

大崎八幡宮といたしましては引き続き一神社の限られた力ではあります

が、被災神社の再建支援を継続して参りますので、ご支援のほどよろしくお

願い申し上げます。 

※支援を頂いた皆様方に「復興と支援の記録」を送付しご報告させていた

だきました。 

（敬称略 誤字脱字ご容赦ください） 

 

第三回東日本大震災復興支援金御奉賛者芳名簿 

氏名/会社名 住所 

相澤 志都 仙台市宮城野区 

相田 登志夫 宮城県岩沼市 

相原 正弘 仙台市宮城野区 

青梅 節子 群馬県前橋市 

青木 知恵 千葉県千葉市 

青木 光栄 仙台市青葉区 

浅川 眞二 神奈川県逗子市 

阿南 裕香 埼玉県川越市 

阿部 貴幸 仙台市青葉区 

阿部 晏伽 宮城県登米市 

阿部 光子 仙台市太白区 

荒井 孝太郎 北海道岩見沢市 

荒井 博光 東京都世田谷区 

荒 睦 仙台市青葉区 

安藤 歌子 仙台市青葉区 

安藤 高広 三重県多気郡明和町 

安藤 満しを 仙台市青葉区 

安念 秀治 富山県砺波市 

安保 幸子 仙台市青葉区 

飯塚 和成 埼玉県さいたま市 

飯塚  直人 仙台市青葉区 

五十嵐 聖弘 山形県山形市 

五十嵐 浩美 仙台市青葉区 

五十嵐 文一 仙台市青葉区 



池永 早苗 福岡県直方市 

池本 初男 広島県安芸郡坂町 

石井 将光 東京都新宿区 

石垣 憲 東京都八王子市 

石川 恵美子 神奈川県藤沢市 

石川 香織 埼玉県越谷市 

石川 潤 愛知県名古屋市 

石川 正 仙台市青葉区 

石川 トシ子 仙台市青葉区 

石毛 則男 千葉県匝瑳市 

石田 佳子 仙台市泉区 

石田 道人 仙台市青葉区 

石幡 秀子 仙台市青葉区 

石原 知子 岐阜県岐阜市 

石原 優江 神奈川県横浜市 

井島 雅代 神奈川県川崎市 

市川 浩 仙台市宮城野区 

一戸 淳子 仙台市青葉区 

市村 康士郎 東京都足立区 

一柳 統 仙台市青葉区 

伊藤 俊英 仙台市青葉区 

伊藤 智子 仙台市太白区 

伊藤 仁 埼玉県川越市 

伊藤 文隆 仙台市青葉区 

伊藤 真奈美 北海道留萌市 

井上 大輔 東京都港区 

今井 久雄 仙台市宮城野区 

岩井 真紀 広島県広島市 

岩崎 雅子 神奈川県川崎市 

岩田 玲子 埼玉県桶川市 

岩渕 富美子 宮城県石巻市 

上門 美恵子 沖縄県うるま市 

上田 以師 静岡県御殿場市 

上野 幸一 仙台市泉区 

上野 泰男 東京都世田谷区 

宇佐美 直彦 北海道札幌市東区 

牛山 静香 長野県茅野市 

宇野 龍子 仙台市青葉区 

海野 勝政 東京都昭島市 

梅木 倫行 山形県東田川郡庄内町 

梅津 幹也 仙台市泉区 

江島 紀浩 千葉県船橋市 



(有)エフ・イー・エルサービス 仙台市宮城野区 

(株)エフエム仙台 仙台市青葉区 

江間 芳子 仙台市青葉区 

円口 憲明 埼玉県白岡市 

遠藤 圭 仙台市青葉区 

遠藤 孝史 茨城県龍ケ崎市 

遠藤 信隆 仙台市宮城野区 

及川 諭 東京都小金井市 

近江 恭平 埼玉県越谷市 

大内 章平 仙台市太白区 

大岡 泰治 神奈川県茅ケ崎市 

大川 信昌 青森県南津軽郡大鰐町 

大川 寿 山形県東田川郡三川町 

大沢 栄子 仙台市青葉区 

大嶋 百合子 仙台市青葉区 

太田 勇 宮城県刈田郡蔵王町 

大竹 宗太郎 東京都杉並区 

太田 久榮 北海道紋別市 

太田 由美 仙台市若林区 

大友 君代 宮城県大崎市 

大沼 喜久男 仙台市泉区 

大場 勝子 仙台市青葉区 

大場 清秀 神奈川県川崎市 

大場 美由紀 仙台市青葉区 

岡﨑 茂 栃木県宇都宮市 

尾形 英夫 仙台市太白区 

岡根 孝一 東京都江戸川区 

岡林 浩次 神奈川県横浜市 

岡本 栄策 東京都日野市 

岡本 三雄 仙台市太白区 

岡本 三津子 静岡県袋井市 

小川 誠二 仙台市青葉区 

小川 正 仙台市青葉区 

荻島 健太 栃木県那須塩原市 

荻間 としヱ 仙台市青葉区 

小黒 昇一 仙台市青葉区 

長田 茂子 仙台市太白区 

小瀬澤 千恵子 栃木県那須郡那珂川町 

小田 美幸 神奈川県藤沢市 

小原 和男 岩手県花巻市 

小原 正彦 仙台市太白区 

鍵谷 真司 仙台市泉区 



柿沼 慶一 神奈川県川崎市 

栫井 成彦 仙台市青葉区 

笠井 真由美 神奈川県川崎市 

笠原 輝彦 仙台市宮城野区 

笠原 正夫 和歌山県海南市 

笠松 潤一 埼玉県さいたま市 

柏崎 博光 仙台市泉区 

片倉 昭 仙台市青葉区 

(株)カダン 仙台市青葉区 

勝間 英司 京都府京都市 

勝又 隼一 新潟県五泉市 

桂 重俊 仙台市青葉区 

桂島 美由希 仙台市泉区 

加藤 節子 仙台市泉区 

金井 敏夫 仙台市太白区 

金澤 伸一 仙台市青葉区 

金子 眞理子 千葉県船橋市 

金田 緑 鳥取県西伯郡大山町 

鹿野 米子 仙台市泉区 

鏑木 眞弓 千葉県市川市 

鎌田 京子 秋田県秋田市 

鎌田 憲昭 仙台市青葉区 

鎌田 喜光 仙台市泉区 

上村 千彰 仙台市宮城野区 

亀井 勇治 愛知県安城市 

亀田 隆弘 仙台市青葉区 

川上 浩 仙台市青葉区 

川野 達実 奈良県奈良市 

川端 隆一 仙台市青葉区 

川村 恵寿 東京都荒川区 

菅野 哲子 仙台市青葉区 

北島 暢子 東京都日野市 

吉川 裕子 仙台市青葉区 

木藤 貴義 東京都江戸川区 

木下 和彦 神奈川県横浜市 

木場 のり子 千葉県流山市 

木村 邦雄 仙台市太白区 

木村 繁 愛知県豊田市 

木村 涼葉 仙台市泉区 

木村 文子 愛知県豊田市 

工藤 俊男 兵庫県伊丹市 

工藤 信義 仙台市泉区 



久野 真司 愛知県西加茂郡三好町 

久保田 紳 神奈川県横浜市 

熊谷 操 仙台市泉区 

熊澤 絵万里 東京都練馬区 

倉橋 樹理 東京都調布市 

藏本 美佐子 仙台市泉区 

黒田 正 奈良県奈良市 

黒田 美穂 仙台市宮城野区 

小池 正己 仙台市泉区 

小井手 美香 千葉県市川市 

(株)晃和ディスプレイ 東京都目黒区 

五箇 清美 群馬県館林市 

小杉 富美子 北海道札幌市 

小杉 直輝 神奈川県横浜市 

小谷 雄二 仙台市太白区 

後藤 卓雄 福岡県北九州市 

後藤 林 仙台市青葉区 

後藤 義昭 東京都墨田区 

小梨 房枝 北海道札幌市 

小林 紀子 神奈川県座間市 

駒木 悠子 仙台市青葉区 

小松 節子 仙台市青葉区 

コムシスモバイル(株)東北支店 仙台市若林区 

近藤 淳一 仙台市泉区 

近藤 美佳 東京都大田区  

近内 勇一 福島県田村郡三春町 

今野 みよ子 仙台市青葉区 

齋藤 淳 仙台市泉区 

齋藤 誠久 仙台市泉区 

齋藤 節子 千葉県松戸市 

齋藤 傳 仙台市宮城野区 

斎藤 典子 宮城県塩竈市 

齋藤 麻紀子 千葉県鎌ケ谷市 

境田 眞 仙台市宮城野区 

坂井 基紀 仙台市青葉区 

阪下 博 和歌山県橋本市 

酒谷 俊雄 東京都文京区 

坂本 今日子 神奈川県横浜市     

坂本 洋三 島根県益田市 

櫻井 礼子 仙台市青葉区 

笹川 慎一 神奈川県藤沢市 

佐々木 イミ子 宮城県大崎市 



佐々木 一寿 仙台市青葉区 

佐々木 啓一 仙台市青葉区 

佐々木 公寿 仙台市青葉区 

佐々木 達 仙台市青葉区 

佐々木 勝 仙台市宮城野区 

佐々木 光雄 仙台市泉区 

佐々木 由紀子 千葉県松戸市 

佐竹 をみよ 山形県西村山郡朝日町  

佐藤 明 仙台市泉区歩坂町          

佐藤 和夫 仙台市宮城野区       

佐藤 和生 仙台市青葉区     

佐藤 和彦 埼玉県北本市 

佐藤 賢 宮城県角田市 

佐藤 沙織 仙台市青葉区 

佐藤 順一郎 宮城県登米市 

佐藤 鈴香 仙台市青葉区 

佐藤 清二 静岡県藤枝市 

佐藤 隆 仙台市青葉区 

佐藤 奈美 仙台市太白区 

佐藤 秀樹 仙台市太白区 

佐藤 浩 宮城県名取市 

佐藤 平八郎 茨城県水戸市 

佐藤 正人 山形県山形市 

佐藤 美佐子 仙台市青葉区 

佐藤 有希 仙台市青葉区 

佐野 主税 仙台市若林区         

佐渡谷 ふみ子 東京都品川区      

賛京建設(株) 埼玉県岩槻市   

三瓶 千絵 仙台市宮城野区    

塩釜蛮紅華湯(株) 宮城県名取市 

塩見 侑吾 岡山県岡山市 

志賀 千賀子 仙台市太白区 

鹿野 純子 仙台市太白区 

志田 民吉 仙台市太白区 

四ノ宮 浩 東京都八王子市 

芝田 眞秀 静岡県袋井市 

柴田 みなこ 東京都世田谷区 

渋木 鈴子 仙台市青葉区 

島田 文章 仙台市青葉区 

清水 治男 仙台市青葉区 

清水 峰夫 青森県弘前市 

下西 孝 奈良県生駒市 



樹下 成徳 滋賀県大津市 

庄司 得尚 仙台市太白区 

東海林 俊子 仙台市青葉区 

庄子 房恵 仙台市泉区 

庄司 征則 仙台市若林区 

庄司 道郎 東京都八王子市 

庄司 和多利 仙台市青葉区 

庄田 克靖 兵庫県宝塚市 

白井 京子 仙台市泉区 

白鳥 哲朗 仙台市太白区 

代田 明一 大分県大分市 

(有)末広 仙台市泉区 

須賀 勝江 東京都江東区 

菅 レイ子 仙台市青葉区 

菅原 勝也 仙台市太白区 

菅原 健人 仙台市太白区 

杉田 忠敬 仙台市青葉区 

杉 津禰子 仙台市青葉区 

杉本 敦子 宮城県黒川郡富谷町 

助川 いづみ 栃木県宇都宮市 

鈴木 等香 神奈川県横浜市     

鈴木 茂和 神奈川県茅ケ崎市 

鈴木 茂美 静岡県浜松市 

鈴木 修二 仙台市宮城野区 

鈴木 潤 仙台市宮城野区 

鈴木 崇将 東京都足立区 

鈴木 亨 仙台市青葉区 

鈴木 春夫 愛知県額田郡幸田町 

鈴木 博 仙台市宮城野区 

鈴木 宏之 仙台市青葉区 

鈴木 麻衣子 東京都足立区 

鈴木 美佐 仙台市青葉区 

鈴木 利奈子 仙台市泉区 

清野 等 北海道室蘭市    

世良 泰雄 東京都福生市        

(株)仙台大気堂 仙台市青葉区 

曽根 光彦 仙台市青葉区 

高岡 三枝子 新潟県五泉市   

髙木 暁向 神奈川県横浜市       

高木 純平 静岡県浜松市     

鷹木 偕子 青森県青森市 

高木 秀徳 静岡県浜松市     



高木 恵 静岡県浜松市     

髙須 康彰 愛知県豊橋市 

髙橋 理 東京都日野市         

高橋 清市 仙台市泉区         

高橋 雄太朗 仙台市太白区 

高橋 洋子 仙台市青葉区      

髙畑 雅哉 東京都小金井市    

田口 英穂 仙台市青葉区    

竹沢 祐喜 長野県上伊那郡宮田村    

武田 浩太郎 仙台市若林区 

武田 康子 仙台市泉区 

たこ焼 おたこ 仙台市青葉区 

巽 一晃 兵庫県西宮市  

田辺 顕子 新潟県新潟市 

玉賀 和夫 埼玉県新座市   

玉野 純一 宮城県大崎市 

田村 直美 埼玉県川越市 

田村 康江 長野県上田市 

丹野 恭子 仙台市青葉区 

(有)竹林舎 仙台市宮城野区 

千田 幹也 宮城県名取市 

千葉 貞治郎 宮城県遠田郡涌谷町 

千葉 英明 仙台市青葉区 

千葉 由香 宮城県宮城郡松島町 

千葉 幸雄 仙台市宮城野区 

茶木 武 富山県富山市 

津田 信一 埼玉県上尾市 

堤口 直美 北海道亀田郡七飯町 

(学)角川学園 仙台市青葉区 

角川ビルデング(株) 仙台市青葉区 

角田 晋太郎 神奈川県鎌倉市 

坪本 穂積 兵庫県宝塚市 

鶴岡 保志 宮城県名取市 

鶴田 幸彌 仙台市青葉区 

出浦 利幸 仙台市青葉区 

出口 みゆき 北海道札幌市 

照井 美津子 仙台市青葉区 

東海林 行弘 仙台市宮城野区 

富樫 睦子 仙台市青葉区 

外舘 真知子 青森県八戸市   

戸田 秀子 茨城県東茨城郡城里町 

冨澤 忠久 仙台市泉区 



富田 淑惠 東京都港区 

戸山 禎子 千葉県我孫子市 

中垣 薫 北海道北見市 

中島 晶子 愛知県みよし市        

中島 悦子 神奈川県川崎市 

中嶋 克宏 埼玉県北本市 

中野 茂 仙台市青葉区              

中野 誠子 徳島県徳島市 

永藤 英機 大阪府堺市 

中村 太三 仙台市若林区 

仲本 昌一 沖縄県那覇市 

中森 吉雄 仙台市泉区 

永山 富康 仙台市青葉区 

夏井 英治 仙台市太白区 

奈良 英人 青森県五所川原市 

成澤 淑子 東京都墨田区 

成松 深 東京都豊島区 

新美 由美子 仙台市青葉区 

二郷 一男 宮城県大崎市 

西尾 康子 大阪府大阪市 

新田 久代 仙台市太白区 

新田 基史 仙台市青葉区 

野口 哲夫 東京都練馬区 

野口 峰雄 新潟県刈羽郡 

野田 恭子 千葉県船橋市  

野田 泰久 仙台市宮城野区 

芳賀 静 仙台市青葉区 

橋本 芙美 仙台市宮城野区 

長谷川 智子 千葉県市川市 

長谷川 晴美 東京都板橋区 

長谷 直太郎 仙台市青葉区 

畑 大悟 東京都調布市 

幡中 ゆみこ 大阪府大阪市          

蜂屋 奈津子 仙台市泉区 

早坂 清子 仙台市泉区 

林 源太 青森県八戸市  

原川 正道 静岡県藤枝市 

原田 和房 長野県下伊那郡松川町 

原田 照子 宮城県塩竈市 

日高 春男 仙台市宮城野区            

平泉 浩 仙台市若林区     

平井 輝夫 仙台市泉区 



廣瀬 佳正 埼玉県さいたま市 

樋渡 真知子 仙台市青葉区 

福地 たい子 宮城県石巻市 

福永 博史 仙台市青葉区 

福永 博光 茨城県鹿嶋市 

藤井 恵子 神奈川県横浜市 

藤田 寿雄 仙台市太白区 

藤田 良起 宮城県大崎市 

藤久 昭男 仙台市青葉区 

藤本 圭三 群馬県太田市 

藤本 幸子 大阪府茨木市 

藤原 陽子 仙台市青葉区 

古川 淑子 仙台市青葉区 

(株)ベガルタ仙台 仙台市青葉区 

星川 昌子 東京都墨田区 

星 タミ子 仙台市青葉区 

星 靖子 仙台市若林区 

細田 尚雄 兵庫県尼崎市 

穂積 貞吉 仙台市青葉区 

堀田 さゆり 仙台市宮城野区 

堀 洋子 仙台市青葉区 

本田 芳宏 仙台市青葉区 

本藤 拓 仙台市若林区 

(株)Ｍ  ＲＳ 仙台市青葉区 

前川 惣一郎 福島県会津若松市 

増田 徹 仙台市泉区 

松浦 義人 仙台市太白区 

松岡 勇樹 東京都千代田区 

松田 すみ子 仙台市青葉区 

三浦 琴子 山形県鶴岡市 

三浦 昭一郎 宮城県岩沼市 

三浦 由美子 広島県広島市 

向田 昇 仙台市泉区 

村井 一介 北海道北見市 

村上 宏和 埼玉県さいたま市 

村並 正啓 仙台市泉区 

村山 純一 神奈川県横浜市 

室井 充 福島県郡山市 

麺屋 風雷坊 仙台市青葉区 

本橋 義雄 東京都練馬区 

本山 信一 岩手県盛岡市玉山区 

森 勇 栃木県下野市 



森 謙治 宮城県黒川郡大和町 

森 貴子 仙台市青葉区 

杜の都信用金庫八幡町支店 仙台市青葉区 

森本 壮一 北海道函館市 

門馬 旬 神奈川県横浜市 

門馬 秀征 仙台市青葉区 

矢島 邦男 埼玉県さいたま市 

屋代 喜見 愛知県知多郡東浦町 

安田 恒人 仙台市青葉区 

安田 正輝 神奈川県川崎市 

柳田 喜代子 仙台市青葉区 

矢野 恵子 仙台市青葉区 

屋野 幹子 大阪府堺市 

山口 正志 秋田県鹿角市 

山口 洋子 北海道川上郡弟子屈町 

山田 美知子 仙台市青葉区 

山田 茂吉 仙台市青葉区 

大和 菊郎 仙台市宮城野区 

山二建設資材(株) 秋田県秋田市 

山端 浩一 大阪府富田林市 

山本 キヨ子 東京都板橋区 

山本 健司 奈良県奈良市 

山本 直路 大阪府高槻市 

結城 久幸 山形県山形市 

横田 宏子 北海道室蘭市 

横山 尚史 岡山県岡山市 

横山 澄子 岡山県岡山市 

吉岡 正行 北海道札幌市 

吉川 恒治 神奈川県厚木市 

吉澤 秀晃 仙台市青葉区 

吉田 和子 仙台市青葉区 

吉田 震太郎 仙台市青葉区 

与名城 弥生 大阪府泉大津市 

米倉 康敏 仙台市青葉区 

米澤 貞造 青森県青森市 

力石 洋平 千葉県八千代市 

ワールド開発工業(株) 仙台市宮城野区 

渡邉 明子 東京都港区 

渡邊 桂 仙台市青葉区 

渡辺 博 山口県防府市 

渡辺 佳子 北海道札幌市 

 


