
７月１日受付分 ７月７日受付分（続き）

八戸市ボランティア連絡協議会 八戸市 はちのへ災害復興支援実行委員会 八戸市

株式会社　丸大サクラヰ薬局 青森市 武内　まり子 岐阜県

株式会社　山村陽一葬儀店 八戸市 中村　早苗 神奈川県

ネバーランド 八戸市 石渡　孝次 東京都

山口　清継 東京都

佐藤　正興 山形県 ７月８日受付分

星　依見 東京都 内山　直哉 京都府

八戸東高等学校　松友会　東京支部 茨城県 日影　美紀 八戸市

栗原　忠義 埼玉県 株式会社　岡設計　岡 秀隆　藤井 純子 東京都

野田　貞幸 愛知県 稲見　ヒロ子 弘前市

横田　節子 東京都 砂渡　義雄 東京都

池田　達也 八戸市 有限会社　慶長 八戸市

ｃａｆｅ　ｍｏｕｓｓｅ 青森市

７月４日受付分

佐々木塗料株式会社 八戸市 ７月１１日受付分

西原　朋美 東京都 鮫ダンスクラブ 八戸市

兼平　敏昭 鯵ヶ沢町 本橋　謙治 東京都

石原　綾乃 愛知県 ほんだらけ　湊高台店 八戸市

牛島　邦彰 愛知県 広瀬　浩之 岐阜県

二塚　佳永子 富山県 岡部　香織 茨城県

横田　秀夫 静岡県 加多木　美緒 大阪府

塚本　啓介 愛知県 イロアール 東京都

今井　孟 東京都 BAR　ｊｅｉ　平野 晋一 東京都

山下　忠 東京都 関　裕子 埼玉県

真野　わか 東京都

佐藤　昭男 東京都 ７月１２日受付分

東北銀行　湊支店　東銀会 八戸市

７月５日受付分 南郷ボウリングクラブ 八戸市

株式会社　大紀二プロジェクト 東京都 昇　徳子 埼玉県

CLASS99．99　たけだけんじ 兵庫県 畠山　しづか 青森市

金子　美光 埼玉県 樋口　順一 東京都

池内　敦子 高知県

７月１３日受付分

７月６日受付分 八戸ニュータウン分譲促進協議会 八戸市

シンフォニープラザ沼館 八戸市

青森ライオネスクラブ 青森市

在盛青森県人会　会長　工藤　浩 岩手県

武内　信樹 東京都

加藤　忍 弘前市 浦浪　臣晃 兵庫県

ベル・エポックを支援する会 八戸市 和田　雅文 六戸町

松本　容子 北海道 渋谷　章博 宮城県

長嶺　りつ子 八戸市 上ノ山　昌子 千葉県

神野　直也 兵庫県

７月１４日受付分

７月７日受付分 株式会社　中合　三春屋店 八戸市

南部うちょうらんの集い 八戸市 石川　遼 神奈川県

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7月1日から平成23年7月31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。

ＲＡＢラジオ　うっちゃんみかちゃんの県
南おもしろ事件簿

八戸市

根岸コーラスクラブ＆ありがとう20周年
ハートフルコンサート募金箱　長浜 晶子

八戸市



７月１４日受付分（続き） ７月２２日受付分（続き）

海鮮・郷土料理　安心市場 東京都 最上　歌子 東京都

浅井　惠美子 大阪府 戸塚　信子 千葉県

田保　蓉子 大阪府 山内　直子 八戸市

林　雅代 東京都

７月１５日受付分

株式会社　山匠電気工業 八戸市 ７月２５日受付分

湊商栄会　会長　三浦　辰男 八戸市

株式会社　岐阜中発 岐阜県

安田　悦子 東京都

シダックス株式会社 東京都 ７月２６日受付分

小椋　博 大阪府

日本電子計算機株式会社 東京都

戸来　節子 神奈川県 有限会社　サンケイエンジニアリング 東京都

堤　久男 神奈川県 髙槗　美智子 埼玉県

小出　一彰 滋賀県 法田　勇 虫 東京都

三谷　康子 埼玉県

松井　陽子 愛知県 ７月２７日受付分

小笠原　結子 東京都 川林　久美子 兵庫県

天空村友の会 黒石市

７月１７日受付分 21ＳＥＩＫＩ 八戸 八戸市

正調八戸盆踊保存会 八戸市

７月２８日受付分

７月１９日受付分 酒プロスト 八戸市

フラワーショップ　フジガーデン 八戸市 関　重之 神奈川県

宮本　寛 宮城県 横井　裕美子 富山県

長田広告株式会社　八戸営業所 八戸市

古谷田　ユミ 東京都 ７月２９日受付分

山田　靖子 神奈川県 八戸市大館児童館　母親クラブ 八戸市

石田　理恵子 埼玉県 Ｂａｒ　Ｕｓｑｕｅｂａｕｇｈ　代表者　山下克美 広島県

鹿児島県　枕崎市 鹿児島県

７月２０日受付分 中山　道隆 福岡県

青森県立三本木高等学校美術部 十和田市 長嶋　雅弘 東京都

株式会社　金入 八戸市 片岡　徹也 東京都

琴　けい子 神奈川県

７月３１日受付分

７月２１日受付分 内澤　昭子 八戸市

湊復興ジャズライブ 八戸市

蘭州徳久益人日本語学校 中国

蘭州市基督教徒有志 中国

弘南観光開発株式会社 弘前市

小野　浩美 大分県

スフィアスリー株式会社 東京都

７月２２日受付分

尾崎　武夫 大阪府

白山台連合町内会 八戸市

トヨタカローラ八戸株式会社 八戸市

橋目　敏行 岡山県

栗原　忠義 埼玉県

特別養護老人ホーム　ほっとハウス　職
員互助会

テルウェル東日本株式会社　八戸１１６
センタ

八戸市

八戸市

第30回八戸うみねこマラソン全国大会
参加予定者有志

八戸市

オーロラ社（震旦集団）
 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

台湾
宮城県


