
６月１日受付分 ６月３日受付分（続き）

八戸市建築組合 八戸市 道州制ドットコム 東京都

三八城ライオンズクラブ 八戸市 工藤　しえり 三沢市

在八宮城県人会 八戸市 ２１SEIKI 八戸西 八戸市

松井　庸介 八戸市 ２１SEIKI 八戸 八戸市

青森経済同友会 青森市 渡辺　久美子 新潟県

日本郵政募金会 東京都

星　依見 東京都 ６月５日受付分

大髙　道義 長野県 東海舞踊愛好会 八戸市

奥村　雅也 岐阜県 東亜放送芸術大学　教授　姜　淳卓 韓国

八戸ウインドアンサンブル 八戸市 長利　清信 埼玉県

増田　美代子 宮城県

鳥谷部　清 東京都 ６月６日受付分

市橋　和夫　ほか２名様 埼玉県 街の朝市会 八戸市

在京八高同窓会　長谷川　穣一 静岡県 矢端　真観 群馬県

西間木　久子 埼玉県 小川　幸宏 福岡県

山下　淑子 東京都

山下　忠 東京都

石塚　真由美 東京都

６月２日受付分 今泉　稔子 埼玉県

サカモトダンススタジオ 八戸市 片桐　洋子 東京都

フレッシャーズ 八戸市

八戸市ラージボール卓球協会 八戸市 ６月７日受付分

北日本青果株式会社 八戸市 第一三島上町内会 八戸市

株式会社　ジャビコ　ゆりの木ボウル 八戸市 はちのへ災害復興支援実行委員会 八戸市

鮫公民館　さわやか書道クラブ一同 八戸市 菊池　伸一郎 東京都

株式会社　大下内 東京都 毛利　奈都子 青森市

関　重之 神奈川県

安道　武彦 静岡県

池田　達也 八戸市 バー・ピローズ　北岡 神奈川県

小林　香織 神奈川県 髙橋　和裕 茨城県

ｃａｆｅ　ｍｏｕｓｓｅ 青森市 株式会社　岐阜中発 岐阜県

月舘　訓子 東京都

６月３日受付分 葛西　征二 愛知県

立正佼成会　八戸教会 八戸市 蒔苗　勝雄 青森市

根岸地区連合町内会 八戸市 在京八高同窓会　橋本　翔二 東京都

八戸市鷗盟大学　学友会 八戸市 大江　ひとみ 兵庫県

八戸東友会 八戸市 栗原　忠義 埼玉県

八戸職親会 八戸市

中発協和会 愛知県 ６月８日受付分

大分県竹田市長 大分県 浅井　惠美子 大阪府

ノバルティスファーマ株式会社 東京都 日本大学　八戸櫻門会 八戸市

在京八高同窓会　福井　正康 東京都 小宮山　知明 愛知県

在京八高同窓会　福井　睦代 東京都 福間　由美 東京都

佐藤　和子 八戸市 鍛冶畑町内会 八戸市

中村　修三 埼玉県 緒方　圭介 大阪府

斉藤　久美子 東京都

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6月1日から平成23年6月30日受付分）

※なお、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。

はんこの店タジマ御利用のお客様 ・ 街
のカメラ屋さん　八戸店

八戸市

ヘアースペースＫ　スタッフとお客様一
同

東京都



６月９日受付分 ６月１４日受付分（続き）

青森県素人アイスホッケー協会 八戸市 高本　達矢 東京都

八戸プラザホテル 八戸市 伊達　浩司 千葉県

はちのへＹＯＳＡＫＯＩまつり 八戸市 戸塚　信子 千葉県

藤井　猛史 千葉県

八戸工業高校生徒会 八戸市

八戸是川地区振興会 八戸市

山下　由郁 東京都 ６月１５日受付分

斉藤　恵子 東京都 芭蕉流煎茶道　八戸支部　上山キエ 八戸市

兼平　敏昭 鯵ヶ沢町
社会福祉法人 浄心会 うぐいす保育
園

八戸市

真田　好白 東京都 有料老人ホーム　マイライフ 八戸市

株式会社　中野グループ 八戸市

６月１０日受付分 競馬モール株式会社 東京都

婦人之友社　自由学園　全国友の会 東京都 マルエス自工株式会社 八戸市

八戸友の会 八戸市 田村　稔 北海道

陳氏太極拳協会 八戸市 丸清運輸株式会社 静岡県

日立造船株式会社 東京都 三鷹の森通り東栄会 東京都

パワーズ連絡協議会 八戸市 五十嵐　孝 野辺地町

八戸市バドミントン協会 八戸市 三瓶　頼男 東京都

岡田　啓子 大阪府 木戸　真希子 徳島県

西　納弘 石川県 中山　道隆 福岡県

浅野　順司 東京都 有限会社　ステラ 埼玉県

小栗　尚子 神奈川県 沼田　博敏 茨城県

田代小学校 八戸市 野口　徇子 千葉県

下苧坪　隆平 八戸市

在京八高同窓会　高野　知佐 東京都 ６月１６日受付分

在京八高同窓会　山内　一道 東京都 社会福祉法人　のぞみ会 八戸市

宮城　英明 北海道 有限会社　クレエケイズインク 奈良県

長嶋　雅弘 東京都 南郷西自治会長会 八戸市

小澤　あつみ 神奈川県

６月１３日受付分 有限会社　新関商店 埼玉県

向田　典子 埼玉県

旭ヶ丘町内連合会 八戸市 ６月１７日受付分

快眠ハウス　にしむら 八戸市 株式会社　シティーハウス 八戸市

シティーハウス友の会　二十五社一同 八戸市

志田　昌子 東京都

野崎　文位 東京都 釈通海師 アメリカ

工藤　孝則 山口県 青森県市議会議長会 弘前市

川林　久美子 兵庫県 堀　伸二 八戸市

中村　香緒里 神奈川県 萩原　春夫 神奈川県

有限会社　丸萬　君塚 泰規 千葉県 石黒　朋美 神奈川県

栗原　忠義 埼玉県

まさご整骨院 千葉県

助川　正道 愛知県

６月１４日受付分 伊藤　嘉彦 愛知県

株式会社　ソーゴ ・ 従業員一同 新潟県 合木　朋子 岡山県

片岡　徹也 東京都

復興フォーラムｉｎ八戸 実行委員会 八戸市 ６月１９日受付分

飯田　愛 神奈川県 八戸市合唱連盟 八戸市

戸来　節子 神奈川県

北の台所　おんじき　有限会社　ピュア
ハウス

東京都

2011南部窯元フェスタ実行委員会・㈱
中合三春屋店

八戸市

趣味の教室　プチハウス夢工房　講師
関川幸子

六戸町

青い森信用金庫　河原木支店　ゴルフ
親睦会

八戸市

株式会社　サン・コーポレーション　防災
組

五所川原市



６月２０日受付分（続き） ６月２３日受付分（続き）

八戸女流絵画展　吉田 幸子 八戸市 中央ライオンズクラブ　ネスの会 八戸市

鮫ハマナス友の会 八戸市 裕コレクションズ有限会社 八戸市

鮫バプテスト教会 八戸市 心の和　代表　小西 礼子 八戸市

Ｇｉｆｔｓ 東京都 社会福祉法人　道友会 八戸市

連合青森三八地域協議会 八戸市

みちのく吟詠会 八戸市

青森つばめプロパン販売株式会社 八戸市 八戸市グラウンドゴルフ協会 八戸市

榛葉　信夫 静岡県 グラウンドゴルフ　鳥取羽衣会 鳥取県

中道　風迅洞 東京都 菊島　芳男 八戸市

野村　典子 神奈川県 全国市議会議長会　基地協議会 東京都

山田　靖子 神奈川県 有限会社　田村電気工業 八戸市

渡邊　浩崇 埼玉県 株式会社　丸大サクラヰ薬局 青森市

木村　金一 青森市

６月２１日受付分 坪井　満男 静岡県

大館中学校平成22年度3学年委員会 八戸市 森脇　令子 東京都

石郷岡　洋子 青森市 椎原　岩雄 東京都

池内　章 神奈川県 小山　麻希子 神奈川県

伊藤　義弘 愛知県 中村　徹 三沢市

山本　明紀 奈良県

田中　美奈子 福岡県 ６月２４日受付分

長田広告株式会社　八戸営業所 八戸市 佐々木　優花 ・ 井上　智
アメリカ合衆

国
神　静子 青森市 有限会社　アートラス 八戸市

工藤　善四郎 千葉県 豊崎地区連合町内会 八戸市

鷲谷　和彦 京都府 齊木　隆三 東京都

山内　繁勝 東京都 小椋　博 大阪府

中村　直美 埼玉県 大館公民館 八戸市

ツシマ　ケイコ 東京都 小笠原　治仁 むつ市

山田　秀樹 東京都 出原　弥生 大阪府

髙栁　周広・佐江子・舞・周太郎 愛知県

６月２２日受付分

八戸缶詰株式会社　役職員一同 八戸市 ６月２５日受付分

小柴　友紀 東京都

江陽中学校 八戸市 ６月２６日受付分

国際ソロプチミスト八戸 八戸市 上斗米　正子 神奈川県

石橋　茂幸 福岡県 清水　絵美 千葉県

栗原　忠義 埼玉県

色川木材株式会社 八戸市 ６月２７日受付分

在京八高同窓会　渡辺　庄 神奈川県 明治大学校友会　八戸地域支部 八戸市

在京八高同窓会 東京都 社団法人　八戸観光コンベンション協会 八戸市

古川　富男 東京都 田代　徳男 五戸町

犾守　記孝 京都府 荒木　久実 千葉県

矢嶋　英子 京都府 鴨川　薫 福岡県

川林　久美子 兵庫県

６月２３日受付分 浅田　美子 神奈川県

大蔵工業株式会社 五戸町 石坂　桃子 東京都

大蔵工業株式会社　従業員一同 五戸町

５Ｒライオンズクラブ 八戸市 ６月２８日受付分

八戸中央ライオンズクラブ 八戸市 青森県ゼロックス会 八戸市

宗教法人　念法眞教　総本山　小倉山
金剛寺

大阪府

ビクター歌謡音楽研究会　認定講師
小林忠男

八戸市



６月２８日受付分（続き）

岩渕町内会 八戸市

青森県印刷工業組合　八戸支部 八戸市

安藤睦夫先生を偲ぶ会 八戸市

吉田　暁宣 大阪府

蒲谷　英子 東京都

榛葉　信夫 静岡県

中原　久 福岡県

梅井　祝子 京都府

利光　哲也 山口県

園田　寿美子 神奈川県

浅野　好恵 東京都

６月２９日受付分

西岡　香織 静岡県

尾崎　敦子 山形県

戸塚　信子 千葉県

６月３０日受付分

三八城連合町内会 八戸市

沼館・城下振興会 八戸市

三八城地区社会福祉協議会 八戸市

有限会社　ブックス齊藤 八戸市

スタンドアッププロジェクト 八戸市

弘前市陸上競技協会 弘前市

木村　有花 八戸市

鈴木　卓男 茨城県

三浦　節子 青森市

田中　庚司 埼玉県

伊藤　幹雄 神奈川県

菱川　奈津子 岡山県

新宿三光商店街振興組合 東京都

對馬　佳津子 弘前市

髙橋　礼子 東京都

吉水　知恵美 長野県

財団法人　日本民謡協会　八戸中央支
部

八戸市

社会福祉法人　産経新聞厚生文化事
業団

大阪府

青森市日本舞踊会　涼踊会実行委員
長　花栁　眞藏

青森市

ＡＬＳＯＫ　東京綜合警備保障株式会社
麻布十番警備隊一同

東京都


