
３月１４日受付分 ３月１８日受付分（続き）

週刊八戸　瀬川征吉 八戸市 宮崎　トモ子 福岡県

小山　美雪 八戸市

３月１５日受付分 青森トヨペット㈱ 青森市

滝川　ツマ 八戸市 ネッツトヨタ青森㈱ 青森市

３月１６日受付分 ３月２０日受付分

八戸市森林組合 八戸市 八戸市陸上競技協会　審判員一同 八戸市

山田　道義 八戸市

中野　勝子 久慈市 ３月２１日受付分

(有)丸石商事 八戸市 阿部　邦廣 八戸市

ほっこりする京の町屋　上野屋 京都府

㈱沖建住宅 沖縄県 ３月２２日受付分

㈱パシフィックソーワ 東京都 斎藤　茂 八戸市

３月１７日受付分

青森県たばこ組合　八戸東たばこ振興会 八戸市 関野　彩香 八戸市

(有)北日本紙器 八戸市 鈴木　マツ子 八戸市

尾嵜　克治 八戸市 海洋研究開発機構 神奈川県

マルイ鍍金工業㈱ 兵庫県 青い森信用金庫　沼館支店　親友会 八戸市

横田　真 東京都 上野　高雄 八戸市

小林　元樹 東京都 三条中学校生徒会 八戸市

青森熊さん㈱ 青森市 鈴木　俊雄 八戸市

熊さん㈱ 八戸市 鈴木　康子 八戸市

吉田　省吾 埼玉県 神　信一 東京都

富沢特許事務所 八戸市 三浦　正也 埼玉県

保足　あすか 東京都 西谷　未央 青森県

佐藤　匡子 八戸市 中央発條㈱ 名古屋市

油谷　充規 神奈川県 柿内　林 千葉県

原　廣 大阪府 天森　伸一 福井県

㈱七尾家具百貨店 八戸市 村元　加奈枝 八戸市

原田　武彦 愛知県

３月１８日受付分 名久井　功 静岡県

伊吹　千浪 八戸市 福井　康夫 東京都

大和電業㈱ 八戸市 藤井　裕貴 三重県

㈱武田電子 五所川原市 ㈱トライステージ 東京都

八田グループ 八戸市 日東石膏ボード㈱ 八戸市

青森トヨタ自動車㈱ 青森市 是川グランドゴルフ 八戸市

高橋　秀樹 東京都 光星学院野辺地西高等学校 野辺地町

馬場　天信 京都市 北山　陽一 東京都

西舘　司 愛知県 ㈱オカムラ食品工業グループ 青森県

弘前市建設部 弘前市 名阪商事㈱ 京都府

青森県りんご協会青年部県南支部 三戸町 玉井　定美 八戸市

長坂　政幸 東京都 北村　吉男 愛知県

河村　長嗣 神奈川県 松村　浩 八戸市

東北地方太平洋沖地震　災害義援金をお寄せいただいた方々

（平成23年3月14日から平成23年3月31日受付分）

※お名前並びにご住所が確認できた方をお知らせしています。

八戸市老人福祉センター　馬淵荘
利用者　有志一同

八戸市



３月２２日受付分（続き） ３月２５日受付分（続き）

鈴木　廣 八戸市 新井田虎舞組 八戸市

平　松蔵 八戸市 洲崎耳鼻咽喉科医院 八戸市

下村　和廣 八戸市

３月２３日受付分 世田谷区 東京都

㈱ケアライフ青森 青森市 八戸市立白銀南中学校 八戸市

新潟中央会計税理士法人 新潟県

え！つくねすか？ 東京都

清川　真紀 八戸市

庭　達哉 千葉県 ３月２６日受付分

中屋敷　十二 八戸市 青森自治労連 青森市

ＴＡＭＡ協会 東京都 阿部　親弘　他３名 八戸市

木村　永子 東京都

㈱舘建設コンサルタント 八戸市 ３月２７日分

東北ビル社内組合 八戸市 つがる市立車力中学校　生徒会 つがる市

工藤　明善 八戸市

福田　和生 八戸市 ３月２８日受付分

新見　憲一郎 京都府 出河　きぬ 八戸市

板柳町りんご支会連絡協議会即売部 板柳町 成田　章 八戸市

㈲後村商店 八戸市 斎藤　わか子 八戸市

梶谷　綾泉 千葉県 早瀬　公夫 静岡県

吉野　伸彦 埼玉県 ㈱照林社 東京都

佐々木　建 東京都 上海歴史散歩の会 中国

太田　徳次 黒石市

３月２４日受付分 菊池　みゆき 愛知県

夏堀　育久子 神奈川県 松山　幸 神奈川県

小山田 博典 愛知県 勝亦　陽一 埼玉県

青森労災病院 八戸市 柳田　隆 八戸市

㈱ナイス 大阪府 三村　裕一 兵庫県

北山　輝夫 八戸市 青森県エルピーガス協会 青森市

医療法人　弘仁会 八戸市 禅源寺 八戸市

笹生　哲也 北海道 久保　順一 神奈川県

上総　陽代 大阪府 八戸中央青果㈱ 八戸市

鈴木　洋平 愛知県 秀和設計コンサルタント㈱ 弘前市

澤田　英明 東京都 上十三電気工事協同組合 十和田市

釧路市職員一同 北海道 岩松　将一 愛知県

桂　小文治 東京都

３月２５日受付分 濱田　隆史 神奈川県

吉田　強 沖縄県 ㈱青森共同計算センター 青森市

六戸町 六戸町 我喜屋　千枝子 八戸市

中村歯科クリニック 八戸市 山地　實 八戸市

新日本婦人の会　青森県本部 青森市 山地　節子 八戸市

中野　晴夫 八戸市 佐藤　信夫 埼玉県

中野　るみ子 八戸市 小杉　直子 東京都

医療法人　愛全会 北海道 坂本　憲治 熊本県

田子町職員互助会 田子町 政田　浩江 大阪府

日本マントル・クエスト㈱ 東京都 上野　和之 茨城県

清水　瞳 長野県 佐藤　都留雄 八戸市

永井　正子 青森市 梅澤　俊行 埼玉県

青い森信用金庫 八戸市 奥津　精次 東京都

青森県家庭婦人バスケットボール連盟　西北五
地区ママさんバスケットボールチーム「Ｓｗｉｔｃｈ」 つがる市



３月２８日受付分（続き） ３月２９日受付分

田中　春美 東京都 木村　晃 神奈川県

及川　圭行 八戸市 堀口　純代 東京都

田部　麻紀 東京都 土川　良人 岡山県

清水　義則 東京都 ㈱テクノル 八戸市

満重　信子 八戸市 岸和田市議会事務局 大阪府

宮原　明 東京都 青森県立弘前南高等学校 弘前市

奥富　公男 東京都 八戸平原土地改良区 八戸市

北川　純治 三重県 小笠原　正彦 十和田市

中矢　唯次 八戸市 片田　裕己 静岡県

大野　秀史 埼玉県 吉田　幸一郎 東京都

実野　法秀 神奈川県 早川　義郎 東京都

櫛引　カツ 栃木県 中田　吉子 八戸市

関口　周平 埼玉県 川本　陽子 東京都

吉田　正博 八戸市 平野　真由美 東京都

坂口　哲也 福岡県 柏谷　勉 南部町

大江　敬子 八戸市 奈良　功 秋田県

榊　俊宏 八戸市 株式会社　大日堂 東京都

岩渕　亜矢子 愛媛県 弘前市立大成小学校　６学年ＰＴＡ 弘前市

丸島　信之 千葉県 後村　惠子 八戸市

下村　司郎 東京都 三浦　智恵子 弘前市

佐藤　敏明 北海道 山口　恵子 北海道

山本　千鶴子 むつ市 柳沢　秀雄 東京都

山本　治子 福岡県 山野　由実 新潟県

梶本　長子 広島県 國土　理恵 大阪府

新山　束男 東京都 吉田　政雄 八戸市

神山　絵美子 東京都 常澤　美知子 八戸市

桑田　章司 埼玉県 吉田　卓史 埼玉県

佐竹　三枝子 神奈川県 川畑　竹子 神奈川県

服部　良美 三重県 石田　和久 神奈川県

加藤　勝行 大阪府 小堤　仁・幸子 東京都

三上　卓矢 東京都 柴田　美也 神奈川県

今津　葛 東京都 中村　晴夫 広島県

外谷　久子 東京都 大川　博 埼玉県

葛西　清一 千葉県 伊藤　セツ 千葉県

吉田　平八郎 千葉県 山下　三津子 東京都

根岸　幸一 兵庫県 大山　悦子・大山　沙織 埼玉県

丸本　豊 大阪府 遠藤　松子 山形県

日本ボーイスカウト東大阪第２団 大阪府 大越　哲夫 神奈川県

工藤　光悦 埼玉県 稲葉　ミツエ 東京都

日野　真里 神奈川県 小野　一信 東京都

山岸　素子 新潟県 二藤部　健一 埼玉県

神戸　佐智子 東京都 冷水　二三子 埼玉県

北原　敏幸 東京都 大村　榮作 北海道

佐々木　公明 神奈川県 片山　金子 千葉県

青森県遊技業協同組合 青森市 小川　洋一郎 八戸市

ダンススタジオワンムーブ 八戸市 永山　沙織 千葉県

小笠原　一男 八戸市 本島　純子 東京都

渡辺　美智子 愛知県

池田　達也 八戸市



３月２９日受付分（続き） ３月３０日受付分（続き）

若王子　栄 千葉県 藤田　隆 弘前市

菱谷　守 弘前市

３月３０日受付分 渥美　智紀 ・ 渥美　美保 八戸市

第一清掃株式会社 八戸市 佐藤　美幸 八戸市

根城　節子 八戸市

株式会社　サイネックス 大阪府

青森綜合警備保障株式会社 青森市 長谷川　好美 青森市

磯谷　和夫 八戸市 佐瀬　忠臣 東京都

千葉　和男 八戸市 斎藤　悠子 八戸市

青森県市議会議長会 八戸市 東野　清 八戸市

三機工業株式会社 東京都 竹内　礼子 東京都

財団法人　日本漢字能力検定協会 京都府 竹内　優芳 東京都

関野　憲雄 群馬県

関　千枝子 東京都

松原　典子（英国ハーロー町民代表） イギリス 森口　直 京都府

アトリエちいさな花 八戸市 小山　隆 神奈川県

株式会社　三栄広告社 東京都 小倉　博 大阪府

中田　宇宣 八戸市 荒川　博司 静岡県

株式会社　青森銀行 青森市 浅井　誠一 東京都

中田　りつ子 八戸市 舘山　愛子 五所川原市

杉田慶一税理士事務所 千葉県 鈴木　康江 東京都

特定第三種漁港市長協議会 東京都 沖口　元明 北海道

株式会社　長崎中発 長崎県 池田　達也 八戸市

八戸市立北稜中学校 八戸市 大橋　豪 八戸市

佐々木　千穂 福岡県 山本　祥治 八戸市

小宮　秀夫 山梨県 久世　奈緒 栃木県

山舘　恵美子 青森市

福島　由美子 埼玉県 ３月３１日受付分

川井　美枝子 東京都 樫谷　隆夫 東京都

望月　忠晴 京都府 宮本　盛司 八戸市

雫石　芳春 八戸市 飯田市 長野県

下大沢　和子 八戸市 田多　善明 神奈川県

髙橋　由紀恵 神奈川県 株式会社　エックス都市研究所 東京都

荒川　博司 静岡県 みちのく銀行グループ

浅野　詩織 埼玉県 （株式会社　みちのく銀行）

久保杉　栄 八戸市 （みちのく信用保証株式会社）

中村　美津子 八戸市 （株式会社　みちのくオフィスサービス）

岐北テレビ 山口県 （みちのくカード株式会社）

高井　絵美 神奈川県 原　哲弥 大阪府

中塚　一広 山口県 北奥羽広域水道総合サービス 八戸市

佐々木　京子 青森市 日本共産党中央委員会 東京都

中塚　智恵子 山口県 株式会社　石上建設 八戸市

中村　優子 八戸市 三井金属鉱業株式会社 東京都

津嶋　千穂 東京都 八戸工業高校 八戸市

斉藤　すみ 青森市 八戸臨海開発株式会社 八戸市

佐野　善昭 富山県 株式会社　内山溶接工業 新潟県

小金沢　暁夫 千葉県 伊藤　佳江 東京都

前田　智之 弘前市 青森県国保連 青森市

小河原　俊子 埼玉県 十和田市職員互助会 十和田市

社団法人　青森県宅地建物取引業協
会八戸支部

八戸市

自由民主党神奈川県第10選挙区支部
3.11地震募金委員会

神奈川県

青森市



３月３１日受付分（続き）

中村　雅俊 東京都

星川　秀雄 大阪府

鈴木　基之 東京都

三浦　真紀 八戸市

福岡青葉道院 福岡県

佐藤　政史 岐阜県

八木橋　充信 弘前市

類家　武恒 外ヶ浜町

八戸市立白山台中学校生徒会 八戸市

池田　明美 東京都

根岸　幸久 静岡県

高橋　武己 埼玉県

松下　順子 北海道

株式会社　石橋造船鉄工所 鳥取県

木村　有花 八戸市

山元　佳子 山口県

藤井　敬郎 広島県

八虎水産加工株式会社 神奈川県

有限会社　太陽地所 弘前市

川村　邦子 五戸町

生駒　久和 愛知県

藤米　邦子 静岡県

三浦　久子 八戸市

大形　きぬ 三重県

山下　英夫 八戸市

神野　由香 栃木県

柴田　綾子 青森市

小山内　史晴 五所川原市

西澤　隆平 青森市

佐々木　重雄 八戸市

細野　元弘 岡山県

金岡　恵 愛知県

勝田　正子 北海道

熊谷　明子 神奈川県

島田　和子 大阪府

日馬　信夫 千葉県

荒野　妃美子 愛知県

白鳥　一 青森市

深瀬　美恵子 埼玉県

特定非営利活動法人　ほほえみ 東京都

宮川　ゆり子 東京都

宝勝寺 神奈川県

岡田　光雄 つがる市

吉田　理恵子 東京都

髙橋　与一 八戸市

那須高原友愛の森  ふれあいの郷直売
所

栃木県

中国四国ブロック　農林水産省担当者
協議会

東京都


	3月分

