
４月１日受付分 ４月１日受付分（続き）
海安寺　梅花講一同 八戸市

ネバーランド 八戸市

島守地区自治会連合会 八戸市 長根　綾子 東京都

川合　八重子 埼玉県 神田　淳 東京都

佐野　千澄 静岡県 富田　慎一 東京都

出河　信彦 八戸市 山口　森平 神奈川県

出河　昭彦 八戸市 中居　瑞夫・啓子 神奈川県

八戸市赤十字奉仕団 八戸市 織田　一馬 新潟県

八戸市連合婦人会 八戸市

十和田市 十和田市 ４月２日受付分

山崎　直也 神奈川県 伊藤　俊助 青森市

川島　亮 東京都 加藤　安代 青森市

髙橋　隆雄 八戸市 堀内　加代子 埼玉県

吉原　利枝 東京都 原　秀平 栃木県

小形　レイ子 弘前市

田中　静子 八戸市 ４月３日受付分

中川原　正治 神奈川県 小林　高之 東京都

向井　麻理子 階上町

小川　千枝 茨城県 ４月４日受付分

杉浦　秀美 愛知県 真如苑　救援ボランティア 東京都

山田　繁 埼玉県 尾嵜　正幸 八戸市

笹原　重義 千葉県 根本　千惠子 八戸市

和泉　政八 八戸市 鶴飼　直治 八戸市

金子　伸夫 群馬県 後村　光男 八戸市

松本　光永 東京都 田面木公民館　編物クラブ一同 八戸市

李沢　みえ 七戸町 立正佼成会　一食平和基金 八戸市

鎌田　満里子 黒石市 南　徳安 八戸市

山岸　博 八戸市 八戸市鴎盟大学　詩吟クラブ員一同 八戸市

後藤　正子 むつ市 六ヶ所村 六ヶ所村

久坂　京子 北海道 塩路　卓也 和歌山県

志村　八淑 埼玉県 加古川市 兵庫県

佐藤　周治郎 八戸市 神　康之 神奈川県

岩崎　縫子 八戸市 阿部　和宏 福島県

村山　尚子 八戸市 村田　政博 神奈川県

内田　直茂 群馬県 尾嵜　章夫 神奈川県

山本　かお子 八戸市 森下　嘉治 東京都

船場　泰文 八戸市 株式会社　アロワーズ 東京都

大迫　督治 大阪府 木嶋　諭 大阪府

太田黒　貴志 神奈川県 大島　祐美子 東京都

柳田　敏行 兵庫県 一般社団法人　協創育機構 東京都

目々沢　富子 東京都 武並　博司 東京都

碓井　隆次 神奈川県 株式会社　ラフスマイル 東京都

吉永　博美 東京都 ファースト商事株式会社 東京都

船戸　恵子 東京都 株式会社　サイトスコープ 愛知県

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4月1日から平成23年4月30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。

浦和西高PTA・OG有志・友人達　代表
廣上　エリ子

埼玉県



４月４日受付分（続き） ４月４日受付分（続き）

株式会社　ダイバーシティ 東京都 油井　イヨ 東京都

株式会社　リターントゥヒューマン 大阪府 山本　雅子 宮城県

株式会社　アイラボ 東京都 牧野　三郎 青森市

ボクブロック株式会社 東京都 川村　治美 神奈川県

株式会社　UnSourire 東京都 日景　典子 秋田県

小川　正志 東京都 角田　京子 東京都

B.B-PARAMEDIX株式会社 福岡県 下斗米　ミヨ子 八戸市

国分　英道 福岡県 木村　明子 八戸市

木戸　隆之 東京都 下村　真実子 東京都

合同会社　訳工房 東京都 岡田　美来 千葉県

村上　一成 東京都 髙橋　三雄 神奈川県

Tokyo Ritz Café 東京都 櫻井　安佐子 神奈川県

山口　早苗 東京都 萩原　庸嘉 東京都

ユラックス株式会社 東京都 佐々木　信義 神奈川県

林崎　淳比古 神奈川県 福岡　淳治 東京都

五戸町立切谷内小学校 五戸町 いけだ歯科 兵庫県

イクスピアリ有志一同 東京都 岡崎　恵子 大阪府

屏風山蔬菜生産組合 つがる市 三田　幸代 東京都

八戸クリニック 八戸市 渡辺　久子 東京都

深浦町 深浦町 深井　瞳 神奈川県

佐藤　るみ子 山梨県 山田　やよい 福井県

山谷　敏満 東京都 石井　繁礼 神奈川県

岩本　孝弘 岐阜県 松永　ひと美 東京都

増田　美由紀 東京都 金子　昌隆 神奈川県

牧野　肇 東京都 長根　昭男 七戸町

古川　喜久枝 八戸市 水尾　理 三沢市

古川　延弘 八戸市 滑川　優子 千葉県

髙橋　禮子 八戸市 伊藤　毅志 八戸市

北電工業株式会社 八戸市 加藤　大志 新潟県

石川　邦子 神奈川県 小林　香織 神奈川県

奈良　清松 弘前市

舘花　ゆき 八戸市 ４月５日受付分

田端　惠子 八戸市 がんばれ日本救援隊　とんでん兵　 八戸市

熊倉　昌子 東京都 公受　秀敏 ・ 公受　雅 兵庫県

石丸　義廣 埼玉県 湊商栄会 八戸市

阿部　聡子 東京都 倉本クリニック 八戸市

沢口　敬子 田子町 セーリング 大阪府

兼子　直 弘前市 百合樹合唱団 八戸市

小笠原　あけみ 十和田市 長根町内会 八戸市

名久井　ひとみ 六戸町 八戸北ロータリークラブ 八戸市

高橋　淑子 八戸市 小中野保育園 八戸市

安東　正生 秋田県 八戸モータースクール 八戸市

真崎　晴子 八戸市 原田　真由香 平川市

小林システムサービス 茨城県 上村　ツヤ 八戸市

紺野　コヨ 八戸市 髙橋　香衣 八戸市

竹内　勝彦 東京都 県坤塑膠機械有限公司 中国

藤井　良一 秋田県 大沼　祐一 東京都

坂本　初恵 東京都 井上　高光・恵介・ゆり・春花・由紀子 秋田県



４月５日受付分（続き） ４月６日受付分（続き）

工藤　好司 三沢市 最首　公司 東京都

天坂　格郎 東京都 熊谷　俊一 八戸市

花田　昭則 東京都 佐藤　祥子 東京都

松崎　怜子 東京都 林　美香 八戸市

川名　のり子 東京都 林　真行 八戸市

成田　瑛子 弘前市 林　常男 八戸市

天理教　三八支部 八戸市 林　みさを 八戸市

西部　悠子 東京都 竹林　岩美 東京都

岩崎　美枝子 八戸市 野沢　節 東京都

野月　和 八戸市 小笠原　京子 八戸市

村井　浅子 八戸市 農協　浪岡青年部 青森市

玉置　弘司 和歌山県 米山　三彩江 神奈川県

中野　茂 三重県 清水　惣一 八戸市

秋山　慶子 埼玉県 古川　幸四郎 平川市

羽藤　嘉子 埼玉県 和藤　由紀 神奈川県

青砥　悟 広島県 三井　正宏 栃木県

松原　宏子 千葉県 深瀬　良平 千葉県

山田　隆 八戸市 長谷川　譲 鯵ヶ沢町

野村　哲 千葉県 川越　俊次 青森市

森内　一博 埼玉県 長谷川　昭夫 八戸市

三宅　正一 埼玉県 田村　敦司 埼玉県

月崎　亨 神奈川県 重田　紀子 千葉県

小堀　留美 東京都 海老名　初江 青森市

里中　武己 三重県 小川　恵美子 東京都

古川　勉 八戸市 田坂　淑子 東京都

ｃａｆｅ　ｍｏｕｓｓｅ 青森市 関口　ナツ 五戸町

野口　絵未 埼玉県 浅水七崎土地改良区役職員一同 八戸市

内藤　祐美子 東京都 四戸　孝允 千葉県

釜谷　正代 長崎県 尾崎　昌子 八戸市

村尾　英二 大阪府 山下　淑子 東京都

兼　賢一 東京都 小笠原　航 十和田市

山崎　和雄 東京都 板垣　幸子 弘前市

小舘　誠一 七戸町 Ｍｓ．Ｓａｒａ　Ｐａｒｅｔｓｋｙ アメリカ合衆国

林　芳枝 神奈川県 水越　靖二 埼玉県

有限会社　ふじ経営財務事務所 八戸市 山本　文子 千葉県

伊藤　勇治 八戸市 立石　雅昭 東京都

清水　賢治 群馬県 魚住　昭彦 埼玉県

鈴木　俊平 東京都 服部 和子 ・ 服部 綾佳 東京都

的場　順子 大阪府

４月６日受付分 長瀬　儀三郎 五戸町

新日本海フェリー株式会社 大阪府 倉本　澄枝 東京都

株式会社　クリタス 東京都 堤　敦子 十和田市

東中居林町内会 八戸市 太田　省三 八戸市

大成建設株式会社　八政会 八戸市 鈴木　高太郎 東北町

蟹沢　格 八戸市 大谷　賢二 埼玉県

有限会社　田名部会館 八戸市 藤崎　均 東京都

八戸市パークゴルフ協会 八戸市 青木　紀子 東京都

野澤　要一 埼玉県 鈴木　亜紀子 東京都



４月７日受付分 ４月７日受付分（続き）

寺井　啓治 八戸市 武田　雅典 青森市

高見　欣也 八戸市

中田面木町内会 八戸市

株式会社　眞照堂 八戸市 七崎　信吉 八戸市

眞照堂グループ社員一同 八戸市 安形　和明 愛知県

株式会社　相和技術研究所 東京都 増沢　美幸 八戸市

角海の鳴き砂をよみがえらそう会 新潟県 井上　昇 埼玉県

根城レックダンス　あっぷるクラブ一同 八戸市 渋谷　忠寿 山形県

鮫町町内連合会 八戸市 唐川　和敏 福岡県

宮本　佳昭 奈良県

篠原　郁子 東京都

鈴木　美登利 京都府

中村　修三 埼玉県

株式会社　コアテクノス 東京都

佐藤　恵子 神奈川県

安永　豊 東京都

コープケミカル株式会社 東京都 加賀　美代子 愛知県

株式会社ユニバース本部　役職者一同 八戸市 青森人　合同観桜会 東京都

三菱レイヨン株式会社 東京都 多田　耕二 東京都

有限会社　赤坂鉄工所 八戸市 杉浦　敬二 東京都

有限会社　東和ステンレス機材 八戸市 佐藤　照美 宮城県

赤坂　貴博 八戸市 飯塚　かず枝 東京都

時本　美奈子 埼玉県 茶谷　実 ・ 茶谷　令子 愛知県

三浦　紀文 愛知県 石原　典子 宮城県

株式会社　田名部酒販 八戸市 安間　俊介 東京都

松井　明子 神奈川県 織田澤　由香 栃木県

鹿内　聖子 青森市 飯田　紀子 愛知県

釜石　睦民 八戸市 天谷　利男 東京都

松本　けい子 八戸市 下村　輝諭 東京都

川崎　千鶴子 八戸市 澁谷　徹嗣 埼玉県

田面木ピンポンクラブ 八戸市

川口　夕貴 埼玉県 ４月８日受付分

川本　隆 八戸市 柳町　テツ子 八戸市

小泉　厚夫 東京都 樋口　知久 栃木県

七田　由利 栃木県 東京鉄鋼株式会社 東京都

伊藤　美香子 群馬県 東北東京鉄鋼株式会社 八戸市

村松　圀夫 八戸市 宇津木　幹夫 東京都

久保田　イト 八戸市 古川　伸子 東京都

山本　節子 八戸市 本山　和子 神奈川県

広瀬　経之 千葉県 石橋　祥子 東京都

篠崎　美代子 田舎館村 北原　香織 神奈川県

十役　サト 八戸市 朝井　誠 神奈川県

小笠原　剛 千葉県 久保田　政子 東京都

松沢　宣子 十和田市 木村　彌三郎 八戸市

井東　里美 東京都 森　宏之 神奈川県

須田　智子 栃木県 佐藤　まゆみ 東京都

田中　知則 群馬県 川村　武史 東京都

和田　正雄 神奈川県 近藤　正 神奈川県

社団法人　青森県測量設計業協会　八
戸地区会員一同

八戸市

八戸市
一般社団法人　青森県建設コンサルタ
ント協会　八戸地区会員一同

社団法人　日本補償コンサルタント協会
東北支部青森県部会　八戸地区会員
一同

八戸市

平成22年度　中居林小学校卒業委員
会

八戸市



４月８日受付分（続き） ４月１１日受付分（続き）

古畑　義和 愛知県 折川　博紀 神奈川県

坂本　好男 栃木県 小山内　友美 八戸市

瀧田　祥子 神奈川県 福井　富治夫 八戸市

内藤　伸治 静岡県 遠藤　芳直 東京都

田村　芳子 静岡県 佐藤　孝 弘前市

蕪木　勇 神奈川県 五日市　賀奈子 八戸市

下山　清 群馬県 株式会社　岐阜中発 岐阜県

西浦　崇司 石川県 新里　淳子 東京都

矢矧　喜史 神奈川県 岩崎　一 弘前市

日朝　秀宣 東京都 五十嵐　卓子 外ヶ浜町

渡辺　稔 神奈川県

４月９日受付分 林　雅代 東京都

金光教　本部 岡山県 八木　直子 埼玉県

藤井　峰雄 東京都

４月１０日受付分 小出　理加 静岡県

山谷　幸司 愛知県 外崎　誠一 五所川原市

梨本塾事務局 東京都

４月１１日受付分 丹野　光男 神奈川県

株式会社　ゆとり 八戸市 安井　麻由香 埼玉県

株式会社　ゆとり　社員一同 八戸市 ふるさと南郷会 東京都

八戸市赤十字奉仕団　下長分団 八戸市 有野　匡睦 東京都

日景　清辰 神奈川県

久保　勝 埼玉県

安井　るり子 八戸市

横山　雄一 東京都

八戸中央ライオンズクラブ 八戸市 有限会社　大崎電工　大崎勝則 東京都

勅使河原　彩乃 埼玉県 榊　弘子 東京都

株式会社　ジャビコ　ゆりの木ボウル 八戸市 藤井　徹 広島県

高橋　良之 八戸市 株式会社　誠徳物産 十和田市

株式会社　井手口 東京都

赤羽　敬治 東京都

松本市長 長野県

市川　笑也 東京都 ４月１２日受付分

医療法人　南六会　職員一同 八戸市 夢コーポレーション株式会社 愛知県

柴垣　亜希子 愛知県 株式会社ユニバース 八戸市

澁口　恵 宮城県 三浦　絋一 八戸市

福島小学校昭和29年卒業生有志 弘前市 株式会社丸大サクラヰ薬局 青森市

土井上　裕美 東京都 宮城社　八戸　内田陽子社中 八戸市

小暮　純也 埼玉県 イトーヨーカドー八戸沼館店 八戸市

鈴木　松弘 八戸市 荏原環境プラント株式会社 東京都

早坂　一枝 八戸市 川畑　豊勝 八戸市

梶谷　秀明 八戸市 小田友人会 八戸市

箱石　裕 八戸市 ㈱ユニバース本部　役職者一同 八戸市

染谷商事 神奈川県 学校法人　林学園 八戸市

小倉　秀男 千葉県 西沢　信男 青森市

田頭　百百子 八戸市 石動　満美子 八戸市

鳴海　晃 弘前市 佐藤　宏 神奈川県

木村　鉄英 五戸町 株式会社　島田書店 東京都

社会福祉法人浄心会　うぐいす保育園
職員一同

八戸市

ライオンズ国際協会　332-A地区　5Rラ
イオンズクラブ

八戸市

ライオンズクラブ　国際協会332-A地区
キャビネット

十和田市



４月１２日受付分（続き） ４月１３日受付分（続き）

秋元　悦子 八戸市 塩ノ谷　敏子 埼玉県

北浦　和志 東京都 河嶋　未麗 東京都

坂本　寛人 東京都 坂本　和子 八戸市

府川　敬子 東京都 石渡　孝次 東京都

有限会社　熊谷造船 野辺地町 小林　豊治 東京都

知野　裕子 八戸市 上畠　ミヤ子 千葉県

小川　友彬 東京都 楠田　恒夫 大阪府

河原木　敦也 千葉県 先田　英子 埼玉県

十文字　護 八戸市

吉岡　健一郎 神奈川県 ４月１４日受付分

橋本　満紗子 京都府 山岸　久子 東京都

まいくらぶ 八戸市

安ヶ平　ノブ 八戸市

狩野尾　典子 青森市 安ヶ平　育子 八戸市

相坂　めぐみ 青森市

奈良　卓 八戸市

髙田　有紀江 八戸市 協同組合　八戸中央建設業協会 八戸市

大久保　和子 八戸市 酒井　範子 千葉県

中島　美保子 東京都 多摩川精機株式会社 八戸市

矢口　桂子 茨城県 関口　英行 千葉県

下屋敷　文昭 七戸町 東奥日報販売 青森県

佐野　礼子 静岡県 水落　悟史 埼玉県

三田　光子 東京都 山口胃腸クリニック 八戸市

田口　敬章 愛知県 新橋三丁目中部町会 東京都

杉田　修一 八戸市 佐々木　義則 埼玉県

穂積　信夫 広島県 長瀬　多鶴子 東京都

盛田　愉美子 神奈川県

４月１３日受付分 岡部　アイ子 千葉県

夏堀　礼二 八戸市 髙石　肇子 大阪府

野呂　迢 つがる市

阿部　敦子 八戸市

多賀台長寿クラブ 八戸市 安倍　良治 大分県

川口　ヨシ 八戸市 古川　陽子 田舎館村

島原市 長崎県 黒澤　美静 八戸市

島原市議会 長崎県 わかさぎ保育園　父母の会・職員一同 東北町

佐世保市 長崎県 川勝　隆之 東京都

全国市長会　水産都市協議会 東京都 加藤　祐芳 愛知県

菊池原　一恵 弘前市 木村　隆子 愛知県

山本　眞三 東京都 上野　富雄 八戸市

加藤　淳子 東京都 白戸　純子 長野県

山口　清継 東京都 福田　孝二 三重県

岡田　由二 青森市 木津　正義 神奈川県

成田　勇 平川市 山添　明延 千葉県

館地区連合町内会 八戸市 山村　佳央 東京都

松岡　和子 東京都 一戸　香月絵 千葉県

江連　章江 栃木県 小出　理加 静岡県

豊嶋　典子 北海道 松山　朋子 東京都

吉野　俊隆 神奈川県 三村　季文 神奈川県

株式会社　ヨコハマタイヤジャパン青森
カンパニー

青森市

建災防青森県支部三八分会　東八戸
地区協議会

八戸市

八戸市
東日本高速道路株式会社 東北支社 八
戸管理事務所



４月１４日受付分（続き） ４月１５日受付分（続き）

大森　浩子 千葉県 玉田　美千栄 八戸市

阿部　勝雄 八戸市 吉田　剛 八戸市

岩崎　久雄 東京都 石藤　英子 八戸市

大江　佳奈子 東京都 石山　亮子 八戸市

片桐　洋子 東京都 大沢　佐奈恵 八戸市

小笠原　隆則 八戸市

４月１５日受付分 小笠原　真記子 八戸市

橋本　長 八戸市 金濱　剛 八戸市

河原木　聖子 八戸市

木村　喜美雄 八戸市

木村　優子 八戸市

熊野　瞳 八戸市

名川チェリーセンター101人会 南部町 近藤　真樹 八戸市

八戸臨泉会 八戸市 斉藤　由紀子 八戸市

株式会社　コサカ技研 八戸市 下田　緑 八戸市

小坂　明 八戸市 天摩　元太郎 八戸市

木村　寿人 八戸市 中村　陽祐 八戸市

沢井　徳博 八戸市 中村　礼香 八戸市

淡路　憲一 八戸市 藤森　由理 八戸市

目澤　亘司 八戸市 遠藤　文彦 八戸市

佐藤　賢宏 八戸市 音喜多　きくよ 八戸市

佐藤　健二 八戸市 佐藤　世津子 八戸市

棟方　健治 八戸市 日向　鐵雄 八戸市

田村　泰弘 八戸市 白川　悦子 八戸市

小泉　友二 八戸市 関　頑亭 八戸市

高橋　省一 八戸市 宇部　晃 八戸市

米内山　栄悦 八戸市 滝田　修子 八戸市

堀　秀敏 八戸市 阿部　保彦 八戸市

三木　甫 八戸市 阿部　和江 八戸市

上村　優彦 八戸市 安ケ平　弘治 八戸市

五戸　由岐子 八戸市

小比類巻　国臣 八戸市

五戸　信一 八戸市 株式会社アルバック 神奈川県

穂積　弘樹 八戸市 日本高周波鋼業株式会社 東京都

荒谷　悦子 八戸市 社団法人　全国市有物件災害共済会 東京都

小原　久敏 八戸市 八戸中央法律事務所 八戸市

椛澤　新一 八戸市 丸岡　テラ 東京都

高橋　俊夫 八戸市 株式会社　伊藤建設工業 八戸市

梅内　義三 八戸市 株式会社　ウィズウェイストジャパン 埼玉県

株式会社　コサカ・ライフサポート 八戸市 社団法人　八戸市アールアール厚生会 八戸市

小坂　忍 八戸市 八戸市市友会 八戸市

小坂　弘子 八戸市 澤　吉男 八戸市

大渡　美穂子 八戸市 嶋守　芳雄 南部町

赤坂　友康 八戸市 石村　由明子 八戸市

小坂　愛 八戸市 田代　徳男 五戸町

長谷部　大地 八戸市 高山　幸子 八戸市

長谷部　澄子 八戸市 斉藤　綾子 神奈川県

橘　美津江 八戸市 北村　靖信 八戸市

社団法人倫理研究所　八戸倫理法人
会

八戸市

八田神佛具店　八田グループ　有志一
同

八戸市

株式会社ユニバーサルエネルギー研究
所　代表取締役　金田武司

東京都



４月１５日受付分（続き） ４月１８日受付分（続き）

三浦　きよ美 八戸市

奥田　恭子 愛知県

折内　康一郎 岡山県 杉山　俊夫 神奈川県

三上　哲郎 八戸市 諏訪　明子 神奈川県

眞信山　蓮向寺 神奈川県 小林　ヒサ 八戸市

相馬　省子 弘前市 佐藤　翠華 八戸市

苫米地　幸子 東京都 山中　ジロ 東京都

原田　珠実 北海道 山田　恵蔵 東京都

天間　喜久子 十和田市

中村　幸子 八戸市 ４月１９日受付分（続き）

藤原　文雄 八戸市 山口　千寿 宮城県

獅子内　絹代 八戸市 松村　正 八戸市

善峰　布美子 大阪府 松園町町内会 八戸市

中目　忠明 八戸市

藤井　和幸 群馬県

新生企業株式会社 東京都 イトーヨーカドー八戸沼館店 八戸市

フットサルプラザ八戸 八戸市 石島　大嗣 東京都

児玉　晴子 神奈川県 光星学院硬式野球部OB会関東支部 東京都

岸本　勝美 八戸市 早苗　裕子 福岡県

八戸郷土料理　いちい 東京都

４月１６日受付分 藤井　賢一 千葉県

戸張　岳史 神奈川県 鵜飼　恵太 神奈川県

梅井　祝子 京都府

４月１８日受付分 工藤　保 青森市

小向　岩蔵 八戸市 秋山　行雄 東京都

加藤暎子とリズム体操クラブ一同 八戸市 柿本　艶乃 千葉県

青い森信用金庫中居林支店　親友会 八戸市 平間　諭 埼玉県

水ｉｎｇ株式会社 東京都 原島　多江子 東京都

米山　清美 兵庫県 萬瀬食堂 東京都

前川　さき ・ 前川　なな 兵庫県 春日　晴郎 神奈川県

青森モーニングロータリークラブ 青森市 旭光通信システム株式会社 神奈川県

明治安田生命保険相互会社 東京都

八戸市民ＶＢリーグ 八戸市

新日本海フェリー 大阪府

枕崎市議会 鹿児島県 ４月２０日受付分

堀　伸二 八戸市 ポリエチレンライニング工法協会 兵庫県

大川　岩男 神奈川県 松澤　義美 八戸市

松尾　令子 八戸市 青森県歯科技工士会　八戸支部 八戸市

前村　孝志 山梨県 Darts  Bar  Hornet 八戸市

坪倉　淳子 京都府 荒川　純哉 ・ 荒川　節子 愛知県

長嶋　雅弘 東京都 清水　俊彦 八戸市

鳥谷部　清 東京都 船場　五郎 八戸市

大石　忠雄 八戸市 女声コーラス・プリマヴェーラ 八戸市

小森　国幹 八戸市

山下　忠 東京都

木村　玲子 京都府 斎藤　一成 愛知県

下田面木町内会 八戸市 加藤　晴子 北海道

鹿島町町内会 八戸市 株式会社　大下内 東京都

社団法人　ガールスカウト日本連盟　青
森県第四団

八戸市

青森県自動車車体整備協同組合　八
戸支部長

八戸市

八戸南部裂織工芸　白銀公民館裂織ク
ラブ　八戸南部裂織工房「澄」

八戸市

八戸市立豊崎小学校　平成22年度卒
業生一同

八戸市



４月２０日受付分（続き） ４月２２日受付分（続き）

藤代　國忠 東京都 庭　正樹 埼玉県

田片　慶子 静岡県 池田　達也 八戸市

古賀　富治 神奈川県 髙栁　香里 愛知県

野村　美子 むつ市 中野渡　進 八戸市

石川　鎮生 静岡県 花井　里子 東京都

白石　リエ 神奈川県 西谷　正徳 弘前市

竹原　惇子 京都府 磯嶋　光男 東京都

瀧澤　泰明 群馬県 吉田　紀美男 八戸市

連合青森三八地域協議会 八戸市 小宮　豪巳 愛知県

河瀬　佳代子 神奈川県 近藤　環 愛媛県

トオカワフーズ株式会社　従業員一同 神奈川県 蕪木　智也 神奈川県

佐藤　正年 千葉県 八戸市第４内丸町内会 八戸市

岩木　昌代 東京都 田邉　義隆 兵庫県

野崎　栄子 八戸市 瀬川　千賀子 東京都

吉澤　喜久子 埼玉県

柴田　幸子 神奈川県 ４月２３日受付分

有本　督 神奈川県

４月２１日受付分

ちょめ 八戸市 ４月２４日受付分

岩田　美津子 千葉県

松園町町内会 八戸市 ４月２５日受付分

有限会社　泰雲堂 八戸市 社民党　八戸総支部 八戸市

株式会社　エヌ・イー 長野県 青森県平和労組会議　三八地方本部 八戸市

株式会社　セイシンハイテック 八戸市 三菱マテリアル不動産株式会社 東京都

水落　悟史 埼玉県 株式会社　竹村製作所 長野県

糸岡　幸子 神奈川県 久保田　善夫 千葉県

黒坂　由美 弘前市 根岸地区社会福祉協議会 八戸市

八甲田地区パークボランティア連絡会 青森市 八戸ゴルフアカデミー 八戸市

山田　剛 千葉県 一葉会 八戸市

小沼　則康 埼玉県 高橋　英紀 宮城県

工藤　美千代 青森市 五戸　健大 茨城県

根木　秀典 北海道 麻生しおり後援会 弘前市

財団法人　日本交通公社 東京都 鈴木　菜穂子 神奈川県

根岸　幸一 兵庫県 岩谷　まさ子 神奈川県

篠田　博子 三沢市 右近　佐和子 東京都

加藤　洋人 兵庫県 木村　有花 八戸市

原田　和美 兵庫県

４月２２日受付分 蒲公英 神奈川県

東糠塚百働会 八戸市 光谷　進 むつ市

八戸セメント株式会社 八戸市 小椋　博 大阪府

八戸農業協同組合 八戸市 樋原　明憲 大阪府

中川原　安 八戸市 鳥居歯科医院 静岡県

八戸東高校　生徒会 八戸市 清野　レイ子 広島県

橋本　浩子 八戸市 坂之下　真二 埼玉県

梅村　恵子 愛知県

梅村　正明 愛知県 ４月２６日受付分

八戸地区土地区画整理士協議会 八戸市 江陽町内連合会 八戸市

青森県信用組合八戸支店　けんしんよう
麦の会

八戸市



４月２６日受付分（続き） ４月２７日受付分（続き）

日計町内会 八戸市 三浦　節子 青森市

ひまわり保育園　職員一同 八戸市 柏崎　悦子 八戸市

柏崎　裕博 八戸市

庄籠　寛 東京都

八戸婦人ボランティア　いちいの会 八戸市

渡邉　恒 八戸市 ４月２８日受付分

株式会社　丹青社 東京都 株式会社　ノザワ 八戸市

青い森信用金庫　湊支店　信友会 八戸市 財団法人 小原流八戸支部 八戸市

琴城流大正琴  琴華会 一同 八戸市

光硬化工法協会 東京都

八戸市鴎盟大学ダンスクラブ連合会 八戸市 根室市 北海道

長峯　亜佐子 東京都 高周波鋳造株式会社 八戸市

池田　勝紀 東京都 関口　英行 千葉県

佐山　貴美子 青森市 長岡市 新潟県

松下　薫 鹿児島県 財団法人　全国市町村振興協会 東京都

村山　弘 弘前市 財団法人　青森県市町村振興協会 青森市

赤坂　チセ 八戸市 浅瀬石川土地改良区　役職員一同 黒石市

相原　悠紀子 兵庫県 絵王　アキ 福岡県

山田　幸代 千葉県 井崎　和子 千葉県

盛　千晴 八戸市 天内　健介 青森市

佐々木　重雄 八戸市 寺井　のり子 埼玉県

森谷　昭 神奈川県

河口　弥生 東京都

加藤　聡 東京都 若松　みさを 八戸市

三神　修司 ・ 千敦 北海道 下山　征二 千葉県

山本　正生 神奈川県 友安　花乃 東京都

小野　英司 八戸市 鈴木　奈美江 神奈川県

岡安　秋子 神奈川県

４月２７日受付分 鈴木　喜十郎 東京都

直井　恵子 東京都

畑中　史明 東京都

街の朝市会 八戸市 杉岡　誠 大阪府

中村歯科クリニック 八戸市

フラワーコーラス 八戸市 ４月３０日受付分

独立行政法人　海洋研究開発機構 神奈川県 中谷　美保 兵庫県

株式会社　金入 八戸市

はちのへ山車振興会 八戸市

蕪嶋神社 八戸市

高橋　秀二 神奈川県

榛葉　信夫 静岡県

佐藤　豊 弘前市

伊沢　信輝 十和田市

株式会社　岐阜中発 岐阜県

五十嵐　栄子 東京都

山口　祥子 東京都

山野内　えり子 ・ 佐々木比左子 八戸市

野呂　信文 青森市

学校法人大阪初芝学園　初芝富田林
高等学校

大阪府

財団法人　八戸市総合健診センター
職員一同

八戸市

真宗大谷派（東本願寺）
青森県
秋田県

株式会社　福田百貨店　インターパーク
店

栃木県


