
支援活動にご協力頂き 

ありがとうございました 

 
◆平成 25 年度支援活動決算書 

科 目 摘 要 内 訳 備 考 

収入額 
 

10,087,465  

 
①前期繰越金 0 

 

 
②震災支援金 7,116,055 氏子崇敬者社頭参拝よりの支援金 

 
③災害対策費 2,971,410 一般会計「災害対策費」より支出分 

支出額 
 

10,087,465 
 

 
①雅楽の夕に 476,638 直会並に賄い広報費記録保存外 

 
②お潮垢神事 36,750 宮崎町熊野神社神事テント設置支援 

 
③葉山神社支援 3,231,344 再建用材起工式斎場舗設通行料賄費 

 
④熊野神社支援 21,204 女川町熊野神社法定資料取得支援 

 
⑤神戸支部支援 98,697 兵庫県神社庁神戸支部女川慰問支援 

 
⑥月浜体験支援 3,341,318 奥松島体験丸製作支援 

 
⑦船舶支援 2,643,413 「ﾔﾏﾊ SRV」「えびす丸」船体整備登録費 

 
⑧事務費 238,101 図書印刷（ﾁﾗｼ）通信運送費（礼状外）封筒 

差引残高 
 

0 
 

 

当宮では、震災直後より、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。 

平成 26年 4月から 6月末日までに支援頂きました皆様方につきまして、 

以下の通りご報告申し上げます。 

 

◆崇敬者一覧表                            （五十音順・敬称略） 

氏 名 住 所 氏 名 住 所 

相澤 志都 仙台市宮城野区新田 佐藤 真理 仙台市泉区館 

青木 博 東京都中野区上高田 佐藤 美佐子 仙台市青葉区八幡 

青木 光栄 仙台市青葉区八幡 佐藤 光源 仙台市青葉区国見ケ丘 

麻田 克治 愛知県刈谷市半城土中町 佐藤 良樹 仙台市太白区東中田 

麻生 恵子 仙台市青葉区上杉 塩釜蛮紅華湯(株) 宮城県名取市下余田字鹿島 

阿部 久美子 仙台市宮城野区出花 鹿野 美和 仙台市太白区日本平 

阿部 源祐 仙台市青葉区東勝山 鹿場 夕子 山形県山形市深町 

天野 真志 仙台市太白区二ツ沢 島田 宏信 仙台市泉区加茂 

荒井 博光 東京都世田谷区船橋 清水 アサ子 宮崎県宮崎市大塚台西 

荒木 ちとせ 宮城県大崎市田尻大貫字四島 (財)周行会内科佐藤病院 仙台市青葉区上杉 



有川 晴裕 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽 庄子 輝幸 宮城県黒川郡富谷町鷹乃杜 

有川 瑞江 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽 白井 京子 仙台市泉区鶴が丘 

安保 幸子 仙台市青葉区八幡 菅原 勝也 仙台市太白区太子堂 

五十嵐 千尋 大阪府大阪市西区立売堀 菅原 理恵子 北海道函館市桔梗町 

石井 實 埼玉県春日部市備後西 杉浦 敏恵 仙台市青葉区支倉町 

石川 トシ子 仙台市青葉区中山吉成 杉山 真琴 静岡県富士市水戸島 

石島 孝樹 仙台市青葉区中山台西 鈴木 修二 仙台市宮城野区燕沢 

石田 道人 仙台市青葉区八幡 鈴木 崇将 東京都足立区六町 

石巻地区四ロータリークラブ   鈴木 博 仙台市宮城野区仙石 

石灰 孝男 富山県新湊市桜町 須藤 美奈子 北海道旭川市八条通 

一戸 斉 宮城県仙台市宮城野区福田町 世良 泰雄 東京都福生市福生 

伊東 小百合 仙台市泉区七北田字八乙女 高瀬 照代 仙台市青葉区赤坂 

伊藤 重宏 仙台市太白区松が丘 高橋 敦子 仙台市青葉区桜ケ丘 

伊東 孝 仙台市青葉区錦町 髙橋 克治 仙台市太白区大野田字竹松 

伊藤 敏明 山形県天童市本町 高橋 くみこ 北海道札幌市清田区清田八条 

伊藤 文隆 仙台市青葉区木町通 高橋 奈菜 仙台市太白区日本平 

伊藤 誠 仙台市宮城野区平成 高柳 直人 長野県小諸市御幸町 

伊藤 まゆみ 宮城県大崎市田尻沼部 髙山 美紀 東京都新宿区余丁町 

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 

今田 智子 千葉県若葉区桜木 田澤 樹 宮城県多賀城市桜木 

岩重 守剛 北海道札幌市西区福井 玉野 純一 宮城県大崎市古川塚目字北原 

植木 修 栃木県宇都宮市駒生町 (有)竹林舎 仙台市宮城野区宮千代 

植木 佐季子 栃木県宇都宮市駒生町 千坂 泰 仙台市青葉区国見 

(株)植耕 仙台市太白区上野山 千田 ちづ子 仙台市青葉区子平町 

上野 泰男 東京都世田谷区祖師谷 千葉 貞治郎 宮城県遠田郡涌谷町字柳町 

内海 久 東京都中野区松が丘 辻 洋一郎 大阪府八尾市曙川東 

宇野 龍子 仙台市青葉区通町 ツバキ薬局 仙台市青葉区国見 

江間 芳子 仙台市青葉区桜ケ岡公園 坪本 穂積 兵庫県宝塚市逆瀬川 

遠藤 信隆 仙台市宮城野区大梶 鶴田 文子 新潟県新潟市秋葉区吉岡町 

御家流香道尭仙会 仙台市青葉区台原 手塚 せつ子 仙台市青葉区堤町 

及川 理紗子 東京都小金井市関野町 照井 美津子 仙台市青葉区上愛子字北内 

大内  美恵子 仙台市太白区金剛沢 傳田 直人 長野県長野市吉田 

大永 英之 東京都世田谷区奥沢 堂東 朋記 埼玉県狭山市柏原 

大岡 泰治 神奈川県茅ケ崎市汐見台 (株)東北ダイケン 仙台市青葉区一番町 

大籠 由佳子 神奈川県横浜市栄区笠間 外川 栄重 山梨県南都留郡河口湖町河口 

大須賀 久織 愛知県名古屋市中区正木 戸田 忠良 仙台市若林区古城 

大場 勝子 仙台市青葉区中山 冨澤 忠久 仙台市泉区長命ケ丘 

大場 美由紀 仙台市青葉区旭ケ丘 長島 幸栄 新潟県北区川西 



大町 恵子 仙台市青葉区あけぼの町 中島 光雄 鹿児島県鹿児島市下荒田 

大谷津 富美子 仙台市泉区みずほ台 中埜 鉄也 京都府京都市下京区柿本町 

尾形 英夫 仙台市太白区茂庭字川添東 中野 誠子 徳島県徳島市南矢三町 

尾形 美香 仙台市青葉区中山 中森 吉雄 仙台市泉区泉ケ丘 

岡部 陽子 茨城県土浦市文京町 中山 知春 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎 

岡本 三雄 仙台市太白区恵和町 南條 典尚 仙台市泉区南光台 

小川 正 仙台市青葉区木町 西村 有紀子 埼玉県所沢市小手指南 

小川 米子 仙台市青葉区角五郎 野々垣 恵美 仙台市青葉区広瀬町 

長田 茂子 仙台市太白区茂庭台 橋本 明日香 宮城県多賀城市八幡字庚田 

長田 有加 仙台市若林区沖野 服部 美智子 仙台市若林区沖野 

尾関 幸子 岐阜県大垣市中野町 花房 良枝 北海道札幌市清田区真栄四条 

尾関 芳男 岐阜県大垣市中野町 羽生 清 静岡県御殿場市東田中 

男澤 健斗 仙台市青葉区東勝山 早坂 清子 仙台市泉区小角字明神 

男澤 智子 仙台市宮城野区燕沢 早坂 智子 仙台市青葉区折立 

小原 恵 仙台市青葉区通町 早坂 安美 宮城県加美郡加美町鹿原 

柿沼 英作 仙台市宮城野区鶴ケ谷 早坂 昌士希 宮城県名取市那智が丘 

角田 明彦 北海道札幌市豊平区平岸二条 檜森 茂樹 千葉県山武郡大網白里町みどりが丘 

春日神社奉賛会 仙台市青葉区八幡 樋渡 真知子 仙台市青葉区愛子中央 

桂島 美由希 仙台市泉区八乙女中央 深澤 昌弘 埼玉県川越市大字上戸 

加藤 峻 大阪府大阪市東淀川区東中島 (株)深松組 仙台市青葉区北山 

加藤 とも子 仙台市太白区長町 (株)福寿司 仙台市青葉区一番町 

金澤 綾子 宮城県黒川郡富谷町日吉台 藤井 保郎 岐阜県岐阜市旦島中 

金澤 伸一 仙台市青葉区八幡 藤田 良起 宮城県大崎市松山金谷字金田 

金子 眞理子 千葉県船橋市松が丘 古市 晶子 岩手県一関市藤沢町藤沢字町裏 

金田 緑 鳥取県西伯郡大山町福尾 古川 浩平 埼玉県さいたま市北区大成町 

亀田 隆明 仙台市宮城野区榴岡 古川 淑子 仙台市青葉区八幡 

亀田 隆弘 仙台市青葉区青葉町 星川 昌子 東京都墨田区本所 

河合 恵梨子 大阪府高槻市野田 星野 光 仙台市太白区青山 

河津 英世 仙台市青葉区東照宮 本田 義幾 宮城県大崎市古川西館 

川西 美香 大阪府高石市千代田 本藤 拓 東京都文京区本駒込 

川端 隆一 仙台市青葉区国見 前原 誠一 北海道札幌市北区新琴似十条 

菅野 哲子 仙台市青葉区八幡 増田 徹 仙台市泉区高森 

菊池 裕美 東京都北区上十条 松井 愛子 仙台市青葉区上愛子字比内 

菊地 野々香 東京都港区南青山 松浦 義人 仙台市太白区大野田字袋前 

木越 竜幸 仙台市太白区長町 松岡 輝穂 神奈川県茅ケ崎市西久保 

木下 幸子 仙台市青葉区木町通 松田 すみ子 仙台市青葉区みやぎ台 

木村 佳代 茨城県猿島郡五霞町原宿台 丸山 信子 東京都墨田区横川 

木村 邦雄 仙台市太白区茂庭台 峰岸 勝史 東京都青梅市新町 



木村 涼葉 仙台市泉区南光台 峯崎 健史 東京都江戸川区西一之江 

共和コンクリート工業(株) 

東北営業部仙台支店 
仙台市青葉区立町 宮島 幸子 東京都渋谷区幡ケ谷 

久保田 紳 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 村上 宏和 埼玉県さいたま市大宮区寿能町 

熊谷 操 仙台市泉区泉中央 本山 信一 岩手県盛岡市玉山区下田字陣場 

熊澤 絵万里 東京都練馬区東大泉 森 勇 栃木県下野市緑 

黒崎 佐和枝 埼玉県朝霞市溝沼 森 謙治 宮城県黒川郡大和町吉岡字東下蔵 

黒澤 里美 仙台市太白区袋原字小原 森 貴子 仙台市青葉区国見 

黒須 飛鳥 東京都練馬区貫井 森山 忍 仙台市青葉区八幡 

黒田 美穂 仙台市宮城野区岩切字洞ノ口 八木 和子 兵庫県神戸市須磨区竜が台 

小池 正己 仙台市泉区南中山 安田 正輝 神奈川県川崎市麻生区下麻生 

小出 佳苗 大阪府堺市西区上野芝町 柳井 宏文 北海道札幌市北区南あいの里 

(株)晃和ディスプレイ 東京都目黒区目黒本町 矢野 恵子 仙台市青葉区八幡 

コールテック(株) 仙台市太白区西中田 八巻 一人 山形県米沢市窪田町藤泉 

後藤 義昭 東京都墨田区文花 山本 敏光 三重県桑名市里町 

小梨 房枝 北海道札幌市西区平和一条 湯村 幹夫 北海道札幌市西区西町南 

コムシスモバイル(株) 

東北支店 
仙台市若林区清水小路 横田 あや子 仙台市青葉区錦町 

齋藤 誠久 仙台市泉区七北田字菅間官林 吉川 稔子 神奈川県茅ケ崎市西久保 

齋藤 傳 仙台市宮城野区幸町 吉谷 正樹 仙台市太白区柳生 

(株)佐勘金物店 仙台市青葉区八幡 渡邉 明子 東京都港区南青山 

佐々木 啓一 仙台市青葉区錦ケ丘 渡邊 寛 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽 

佐々木 賢 宮城県大崎市三本木字南町 對馬 吉章 宮城県名取市手倉田字諏訪 

佐々木 紫乃 宮城県遠田郡美里町関根字道明 池尻 良治 大阪府豊中市新千里西町 

佐々木 達 仙台市青葉区国見 佐々木 修一 宮城県黒川郡富谷町太子堂 

佐々木 勝 仙台市宮城野区福室 岩谷 洋一 奈良県生駒市西松ケ丘 

佐々木 由紀子 千葉県松戸市新松戸 野瀬 隆之 滋賀県犬上郡甲良町北落 

佐藤 榮子 仙台市太白区金剛沢 南 貴志 仙台市太白区郡山 

佐藤 和生 仙台市青葉区広瀬町 中川 清治 仙台市宮城野区岩切字今市 

佐藤 伸一 福島県福島市飯坂町字月崎 西田 義文 福岡県みやま市瀬高町長田 

佐藤 隆 仙台市青葉区小田原 植木 美智子 兵庫県姫路市西新在家 

佐藤 秀樹 仙台市太白区鹿野 髙橋 南 神奈川県横浜市青葉区みたけ台 

佐藤  弘喜 宮城県黒川郡富谷町東向陽台 長谷川 てるみ 栃木県小山市粟宮 

佐藤 浩 宮城県名取市ゆりが丘 古山 敦子 愛知県名古屋市中村区黄金通 

 


