
５月２日受付分 ５月６日受付分（続き）

カラオケ舞童愛好会 八戸市 阿部　真砂子 宮城県

長谷川　治夫 八戸市 WE ARE THE HACHINOHE 八戸市

ハードゥン商事株式会社 千葉県 芦屋市 兵庫県

若柳流　柳永会　若柳　竹永 八戸市 笠嶋　須美礼 東京都

荒川　慎太郎 東京都 紅屋商事株式会社 青森市

オフィスＲグループ社員・従業員一同 八戸市 小山田　容子 十和田市

北村　正任 東京都 土田　堅 神奈川県

八戸ローターアクトクラブ 八戸市 黒子　佳之 東京都

千葉学園高等学校 八戸市 住本　雅子 大阪府

株式会社　サイキ　社員一同 弘前市 八戸市立白鷗小学校 八戸市

山下　忠 東京都 中山　洋子 五戸町

株式会社　フォーティス 東京都 石岡　繁樹 千葉県

福寿会 青森市 桑山　美和 愛知県

大谷　佳寿子 大阪府 古川　玉緒 千葉県

長澤　泰光 大分県 畠山　しづか 青森市

木村　ちよ 八戸市 綱木　加奈子 京都府

まさひろ林檎園 弘前市 奥村　博幸 北海道

出羽海部品友愛会 千葉県 尾﨑　恵美子 神奈川県

石川県アイスホッケー連盟 石川県 榎本　みつ枝 東京都

金田　邦子 長野県 ｃａｆｅ　ｍｏｕｓｓｅ 青森市

松野　春枝 千葉県 延原　和子 大阪府

越野　美奈子 愛知県

星　依見 東京都

very berry juice 八戸市 槗本　昭子 神奈川県

エリカ 八戸市

高橋　とき子 千葉県 ５月７日受付分

和田　チヨ 東北町 塚原　聡 神奈川県

鈴木　純子 埼玉県

酒巻　裕一 新潟県 ５月８日受付分

髙木　良子 神奈川県 「走るぜ！日本」事務局 五戸町

玉川　清美 東京都

島田　洋子 愛知県 ５月９日受付分

江六前　敦 八戸市 湊商栄会 八戸市

横内　仁亮 東京都 山田　道義 八戸市

安道　武彦 静岡県 中野　秀子 東京都

池田　達也 八戸市 美しき歌謡友の会　一同 八戸市

水落　祐樹 神奈川県 はちのへ災害復興支援実行委員会 八戸市

滝口　光子 三重県 「フレンドリーカップ」参加者一同 八戸市

本明　豊 東京都 秀純会　会長　吉岡　浩 五所川原

斎藤　一樹 千葉県 深沢　資子 神奈川県

八戸市民フィルハーモニー交響楽団 八戸市 岩崎　泰伸 八戸市

神の恵みキリスト教会 静岡県 田山堰土地改良区役職員一同 黒石市

佐比代虎舞 八戸市 荒木　憲一 千葉県

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5月2日から平成23年5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。

日本舞踊を勉強する会
株式会社アート＆コミュニティ

八戸市
柏崎地区小中学校合同　歓送迎会出
席者一同

八戸市

いのちの水チャリティーコンサート実行
委員会

八戸市

第82回メーデー三八地区集会実行委
員会

八戸市



５月９日受付分（続き） ５月１１日受付分（続き）

神奈川県横須賀女性ソフトボール連盟 神奈川県 大西　伊津子 京都府

KOKO☆KARAプロジェクト 八戸市 佐々木　ハナヱ 東通村

宮城　英明 北海道

橋本　祐司 東京都

小西　里佳 神奈川県

兼平　敏昭 鯵ヶ沢町 野月　孝悦 十和田市

浅水食品RC 八戸市 ５月１２日受付分

奈良　えりか 神奈川県 大森　裕子 千葉県

佐々木　雅紀 東京都 佐々木　静子 東京都

ヘアスペースK　お客様一同 東京都 矢儀　和子 石川県

株式会社　パンダグループ 埼玉県 ボートピアなんぶ　株式会社グッドワン 南部町

西川　美加 宮城県 ボートピアなんぶ　マリン開発株式会社 南部町

三広ゴルフ株式会社 八戸市

５月１０日受付分 海上自衛隊　八戸OB会 八戸市

「走るぜ！日本」事務局 五戸町 新八温泉の朝市会 八戸市

ナカノフドー建設北東北支店 八戸市

クボタ環境サービス株式会社 宮城県

白山台華の会レクリェーションダンス 八戸市 髙嶋　一機 東京都

八戸リハーサルジャズオーケストラ 八戸市 在京八高同窓会　佐藤　英明 東京都

青森県市長会 青森市 秋山　すみ枝 東京都

青森県土地家屋調査士会 青森市 宮本　直俊 愛媛県

内藤　キワ子 東京都 中祖　和一 東京都

井上　智子 大阪府 相馬　和子 埼玉県

辻丸　篤 滋賀県

内城　久勝 埼玉県 ５月１３日受付分

天海　繁子 埼玉県 八戸ビックバレー運営事務局 八戸市

栗原　忠義 埼玉県 一橋大学　如水会 東京都

夢の会 三重県

空水　ミナワチハル 東京都

中野　文子 福島県 丸の内朝大学写真クラス　受講生有志 東京都

奥地　光男 八戸市 山道町内会 八戸市

古賀　敦子 東京都 青森環境マネジメント・フォーラム 弘前市

伊藤　洋茂 東京都 對馬　智子 八戸市

明田　久美子 東京都 石戸谷　弘 弘前市

奥村　友紀 岐阜県 はんこの店タジマ　ご利用のお客様 八戸市

西原　耕平 大阪府 小野　麗子 東京都

２１津軽三味線ネットワークジャパン 弘前市 宮田　洋子 福岡県

輿水　進 東京都

５月１１日受付分 山下　忠一郎 秋田県

環境対応型　八戸屋台村　みろく横丁 八戸市 在京八高同窓会　山内　勉 東京都

折内　康一郎 岡山県

村上　隆 青森市

八戸えびね愛好会 八戸市 横山　正展 福岡県

はちのへ災害復興支援実行委員会 八戸市 高岡　フサヱ 大阪府

独立行政法人　海洋研究開発機構 神奈川県 米谷　幸子 大阪府

東北商運株式会社 八戸市

５月１６日受付分

竹内　秀和 広島県

株式会社　サトー防災　職員一同 八戸市

東野　清 八戸市

水戸市立　双葉台小学校　ＪＲＣ委員会 茨城県 えんぶり　山根広子 新潟県

フィッシングエリア　ウキウキランド　タッ
クルショップ　ブレイク　UKイブニングマ
イスターvol１参加者

(社)八戸観光コンベンション協会　八戸
史跡　根城の広場

（財）八戸地区交通安全協会　田面木
支部

八戸市

八戸市

社団法人　ガールスカウト日本連盟　青
森県第４団

八戸市

八戸市

独立行政法人国立病院機構　八戸病
院　親交会

八戸市

プリンスアイスワールド　チームリーダー
八木沼純子

東京都



５月１６日受付分（続き） ５月１８日受付分（続き）

福田　達史 大阪府

在京八高同窓会　小渡　康朗 東京都

吉田　雄二 東京都 大橋　久生 千葉県

浅井　惠美子 大阪府

桜田　稔・はすゑ 七戸町

伊藤　章史 静岡県

在京八高同窓会　河村　喜則 東京都

堀　伸二 八戸市 在京八高同窓会　三浦　秀夫 千葉県

箕山　美佐 千葉県

森口　明美 兵庫県

村上　知子 大阪府

船越　正行 八戸市

宮嶋　智徳 愛知県 霞　重雄 東京都

八戸市立第二中学校　生徒会 八戸市

中山　道隆 福岡県 ５月１９日受付分

西村　雅子 八戸市 八重坂町内会 八戸市

間島　愛子 千葉県 城下二丁目町内会 八戸市

中原　嘉則 茨城県 街づくり包パオ株式会社 八戸市

池田　喜人 埼玉県 全国市議会議長会 東京都

アンディ接骨院　安藤康永 神奈川県 有限会社　ゴルフショップグルッペ 八戸市

有限会社　Ｌａｂ 栃木県 東北電力　プラスの会 八戸市

在京八高同窓会　工藤　昭夫 千葉県 株式会社　商工組合中央金庫 東京都

有限会社　シェルブール製菓 大分県 全国都市職員災害共済会 東京都

神成　シズエ 五所川原市

５月１７日受付分 梅井　祝子 京都府

弘前市卓球協会 弘前市 アルバック理工株式会社 神奈川県

根城地区民生委員児童委員協議会 八戸市 竹本　幸雄 宮城県

綿貫　正樹 東京都 岸野　愛実 東京都

栗原　忠義 埼玉県 奥崎　純一 千葉県

佐々木　典子 弘前市 石井　繁礼 神奈川県

在京八高同窓会　佐々木　隆 栃木県

清水　悟 茨城県 ５月２０日受付分

中村　誠 長崎県 グリーンプラザなんごう株式会社 八戸市

石井　さち子 京都府 ヤッサイなんごう友の会 八戸市

ＰＬＡＹ　ＦＯＲ　ＪＡＰＡＮ　実行委員会 東京都 株式会社ドントフードサービス 八戸市

原田　聡彦 神奈川県 八戸市立白山台公民館 八戸市

岡崎　恵子 大阪府 八商３B会 八戸市

神村　さた 八戸市 三枝　拓朗 千葉県

川上　亮子 埼玉県 櫛引　正代 神奈川県

八戸セールスプレーヤー協会 八戸市

５月１８日受付分 小槫　敏枝 東京都

是川団地町内連合会 八戸市 中村　清 埼玉県

北奥羽歌謡協会 八戸市 有限会社　種市通信システム 八戸市

出羽三山友和会 八戸市 今井　美由輝 平川市

東フォークダンスクラブ 八戸市 五十嵐　繁 東京都

Ｂａｒ　Ｓａｕｄｅ　バールサウージ 八戸市 中野　正男 八戸市

東北アイスホッケークラブ株式会社 八戸市 石井　文子 神奈川県

はちえきペトロサービス株式会社 八戸市 在京八高同窓会　福井　元 千葉県

株式会社　田名部酒販 八戸市 中山　美代 八戸市

八戸カントリークラブ　チャリティーコン
ペ

階上町

ぱしふぃっくびいなす　乗船客及び乗
務員有志一同

大阪府

スーパースポーツゼビオ　ピアドゥ八戸
店

八戸市

フジグローバルスカイ株式会社（藤村
優馨）

埼玉県

みらい建設工業東北地方太平洋沖地
震義援金

東京都



５月２０日受付分（続き） ５月２５日受付分（続き）

小濵　千鶴 福岡県 麺屋　やだら 八戸市

栗原　忠義 埼玉県 小柴　友紀 東京都

細越　隆志 静岡県 佐藤　千穂 滋賀県

泉北園百寿荘職員一同 大阪府

５月２１日受付分 泉北園百寿荘　在宅部 大阪府

藤原　孝光 大阪府 泉北園百寿荘　施設部 大阪府

桶田　政時 東京都

５月２２日受付分 栗原　忠義 埼玉県

中屋　明 富山県 竹野　久子 東京都

山田　佳代 東京都

５月２３日受付分 小椋　博 大阪府

白銀南地区老人クラブ連合会 八戸市 上村　恵美子 神奈川県

八戸臨泉会 八戸市

原水爆禁止日本協議会 東京都 ５月２６日受付分

小笠原　美幸 八戸市 日本棋院  八戸支部 八戸市

麺屋　やだら 八戸市 株式会社　グルーヴィン 八戸市

源田　葉子 埼玉県 東北電力　八戸電友会 八戸市

若狭　みゆき 千葉県

工藤　美代 青森市

若松　義信 八戸市 みちのくリサイクル運動市民の会 八戸市

古里　聡子 青森市 大野　克子 埼玉県

泉北園 大阪府 松本　容子 北海道

八戸高等学校同窓会　京阪神支部 大阪府 在京八高同窓会　又重　英一 埼玉県

BOOT LEGGER 東京都

５月２４日受付分

湊高台二・四丁目町内会 八戸市 ５月２７日受付分

株式会社　大東会館 八戸市 企業組合　かぶあがり 八戸市

つがる海峡ちゃか親童　北天舞悠 今別町 八戸佛教会 八戸市

八戸市立　下長中学校 八戸市 八戸横丁連合協議会 八戸市

川林　久美子 兵庫県 新明和工業株式会社 宮城県

畑井　香央里 青森市 内丸えんぶり組 八戸市

田中　博子 東京都

藤井　哲也 山梨県

山下　晴史 福岡県

工藤　多賀 東京都

在京八高同窓会　清水　宜明 千葉県 鈴木　三男 山形県

廣瀬　美穂子 佐賀県 水上　なつみ 神奈川県

稲葉　郷志 ・ ミツエ 東京都 日向ぼっこ村 埼玉県

加多木　美緒 大阪府 清水　征子 愛知県

清水　通陽 神奈川県 石坂　桃子 東京都

熊木　敬治 埼玉県

伊佐田　智巳 鳥取県

花とおどり愛好会 八戸市 堀田　矢須 埼玉県

龍生派八戸支部 八戸市 在京八高同窓会　堀田　治 千葉県

橘　義和 八戸市 荒井　静子 東京都

吉田　暁宣 大阪府

５月２８日受付分

５月２５日受付分 新居　恵 山口県

中村　賢 八戸市

G:Born'S WEAR及び、marble SUDチャ
リティーＴシャツご賛同の皆様

青森市

ユートリー大震災復興チャリティー実行
委員会

八戸市

在京八高同窓会　米内　幸男・米内　美
智子

東京都

三沢綜合チャームスクール　ＭＣＳナホ
クフラダンス

三沢市



５月３０日受付分

滝川　倫明 東京都

吉岡リサと東京応援団 東京都

石岡　知華 八戸市

中村歯科クリニック 八戸市

神奈川大学校友会　青森支部 八戸市

相坂　シゲ 弘前市

栗田　亜希子 神奈川県

伊賀　揚江 東京都

志村　八淑 埼玉県

横井　毬子 富山県

秋本　和志 埼玉県

奥村　博幸 北海道

八髙山の会　山田　武弘 奈良県

栗野　ヤヱ子 八戸市

５月３１日受付分

八戸市庁野球部 八戸市

特定非営利活動法人　グリーンシティ 八戸市

青森県声楽研究会 八戸市

盛　千晴 八戸市

宮本　清彦 京都府

石田　晴夫 青森市

木村　有花 八戸市

貝森　一夫 青森市

坂本　彰雄 埼玉県

松隈　乃太郎 福岡県

奥村　早苗 京都府

有限会社　三浦鉄工所 十和田市

西村　豊 南部町

栗原　忠義 埼玉県

海鮮・郷土料理　安心市場 東京都


